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は じ め に 

１ 大綱策定の趣旨 

『伊賀市生涯学習推進大綱』は、伊賀市成立後、初めての体系的な生涯学習推進計画として、平

成19年から28年までの10ヶ年を計画期間として策定され、平成19年度から施行されてきました。 

この大綱を推進するための基本計画は、各５年間を期間とする前期と後期計画からなり、本計画

は後期基本計画で平成 24 年から平成 28 年の５ヶ年を対象とする計画として位置づける計画です。 

この間、市民の生涯学習意識は更に高まり、それぞれの生涯学習施策や生涯学習ニーズも多様

化・高度化し、本市における生涯学習活動の課題を掘り下げ、本市の新たな生涯学習体系を再構築

し、活発な市民活動を促進するための環境づくりが求められています。 

後期基本計画は、前期計画の活動状況や、市民意向を考慮しながら、10 ヶ年にわたる生涯学習大

綱をより充実した内容としていくために、これまでの取組を振り返り、大綱が目指す目標である、

すべての市民が心豊かな生活を享受できる環境づくりの実現に努めていきます。 

 

２ 大綱の性格 

この大綱は、以下のような性格を有しています。 

(1) 生涯学習をめぐる国や県の動きを踏まえるとともに、「伊賀市総合計画」や各種関連計

画などとの整合性を図りつつ、本市における生涯学習推進の基本的な方向性を明らかにす

るものです。 

(2)  生涯学習の推進に向け、市の全部局をあげて取り組むべき指針となるものです。さらに、

市民や関係団体、学校、企業、行政などが認識を共有し、地域社会全体で生涯学習振興に

取り組むための指針となることを期待します。 

 

３ 大綱の構成と期間 

この大綱は、基本構想と基本計画から構成されています。 

(1) 基本構想 

生涯学習社会の実現に向けた伊賀市の基本理念と基本目標を定めるものです。平成 19

（2007）年度から平成 28（2016）年度までの 10 年間を期間としています。 

(2) 基本計画 

基本構想を実現するための施策を体系化したものです。後期計画の期間は、平成 24

（2012）年度から平成 28（2016）年度までの 5年間とします。 

ただし、社会情勢の急激な変化などにより改定が必要になったときは、期間内であって

も見直しを行うものとします。 
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Ⅰ 基本構想 

１ 生涯学習の基本的な考え方 

（１）生涯学習とは 

生涯学習とは、一人ひとりが、生きがいのある充実した人生を送るため、自分の意思に基づ

き、自己に適した手段や方法を選び、多様な世代の市民が自主的に実践する学習活動のことで

す。 

「生涯学習」という言葉を聞いて、公民館の講座やサークル活動で行われている趣味や教養

に関する活動を思い浮かべる人は少なくないと考えられます。 

しかし、生涯学習には、地域の歴史や文化などを学習する活動、仕事に役立つ知識や技術を

身に付けスキル向上を図る学習、健康で豊かな生活を送るための趣味や教養講座などの学習や

各種スポーツ活動、芸術・文化活動、地域づくり活動や地域防災に関する研究防災活動など、

多様な活動が対象となります。 

また、学習の方法には、公民を中心とした生涯学習関連学習、各種サークル活動、地域福祉

活動などを実践するために、テレビ、書籍、新聞、インターネットなど多様な通信媒体を利用

した学習もあります。 

こうした生涯学習活動は、豊かで潤いのある市民生活を送るための活動であるとともに、学

習によって得た知識や技能を職業や地域活動などに活かし、「地域力」の向上を図ることによ

り、活力ある地域社会の形成に向けた原動力となる活動であるとも考えられます。 

このように、生涯学習には、一人ひとりの人生を生きがいのある充実したものにするだけで

はなく、真に豊かな地域社会の実現に大きな役割を果たすことが期待されます。 

「生涯学習」とは、人々が生涯を通して行うあらゆる学習を指す概念であり、本市において

は以下のような視点で生涯学習をとらえています。 
 

① 人から強要されるものではなく、本人の自発的意思に基づいて行うもの 

② 自己に適した手段や方法を選んで行うもの 

③ 年齢を問わず、学びたいときに学ぶもの 
 

さらに、「生涯学習」という言葉が、「生涯学習社会」を目指そうという考え方・理念自体

を表していることもあります。「生涯学習社会」とは、平成 4（1992）年の文部省（現文部科学

省）の生涯学習審議会答申において、「人々が、生涯のいつでも、自由に学習機会を選択して

学ぶことができ、その成果が適切に評価される」社会であるとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習

学校教育 社会教育 

 市民として必要な学習 
 地域課題解決のための学習 
 高齢社会における支え合い

のための学習活動 
 個人の指向に応じた自己研

鑽のための学習 
青少年・成人教育など

 幼児教育 

 小中学校の義務教育 

 高等学校教育 

 特別支援学校 

 大学・専修学校などの教育 

「生涯学習」は、社会
教育のほか、学校教育
や組織的に行わない個
人的な学習活動なども
含む点で、社会教育よ
り広い活動を対象とす
る概念です。 
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（２）生涯学習の必要性 

科学技術や高度情報化の進歩など、今日の社会情勢は大きな変革の時代とも言える情勢にあ

り、日常生活においても、絶えず新たに生み出される知識や技能を生涯にわたって学んでいく

ことが必要です。 

また、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）といった考え方のもと、成長型社会

から成熟型社会へ移行する過程にあり、多くの現代的課題と向きあい、各自が自己の資質や能

力の向上に努め、生きる力を高め、成熟型社会を根底から支える「地域力」を養っていく必要

があります。 

こうした社会を実現するためにも、市民が地域について理解を深め、地域の課題に関心を持

ち、その解決に向けた学習活動をはじめとした諸活動を展開していくことにより、市民の学習

運動へと広がりを持った展開こそ、成熟型社会に求められる生涯学習活動像です。 

自己を磨き、視野を広げ、社会性を身に付けていくことは、「生きる力」と「社会を担う力」、

そして「地域を創る力」で、私たちはこれを『地域力』といった言葉で表現し、豊かな地域づ

くりにつながる生涯学習活動を推進していく必要があります。 

 

（３）国などのこれまでの動き 

生涯学習は、昭和 40（1965）年にユネスコにおいて「生涯教育の理念」が提唱されたことか

ら発展してきました。 

ユネスコにおいて提唱された「生涯教育の理念」では、 

① 幼児期から高齢期までそれぞれの段階に応じて学ぶこと 

② 学習を助けるために、社会全体の教育機能（家庭・学校・社会・企業教育）を調和させ統

合していくこと 

が提唱されています。 

我が国では、ユネスコの提唱を受ける以前より、学校教育とは切り離された形での教育とし

て「社会教育」が行われていましたが、この提唱を受け、対象分野を広げて「生涯教育」とし

ました。 

こうした経緯を経て現在では、生涯にわたり自発的な学習に取り組んでいく学習者の視点を

尊重する「生涯学習」が一般的なとらえ方となっています。 

平成 2(1990)年の中央教育審議会答申において、生涯学習を次のように規定しました。 

① 生活の向上、職業上の能力の向上や自己を充実し、各人が自発的な意思に基づいて主体的

に行う学習活動であること 

② 必要に応じて自己に適した手段及び方法を自ら選択して、生涯を通じて行うものであること 

③ 学校や社会の中で意図的・組織的に行われる学習活動だけでなく、スポーツ活動、文化活

動、趣味・レクリエーション活動、ボランティア活動などの中で行われる多様な活動であ

ること 

さらに、「生涯学習の振興のための施策の推進体制の整備に関する法律」の施行などにより、

国や都道府県、市町村の生涯学習振興のための体制整備を推進してきました。 

さらに、平成 17(2005)年 6 月の中央教育審議会に対する文部科学大臣の諮問「新しい時代を

切り拓く生涯学習の振興方策について」を受けて、生涯学習分科会で、「国民の生涯を通じた

学習活動を促進するための方策」や「子どもたちが家庭や地域社会の中で伸び伸びと育まれる

ような環境を整備するための方策」について審議が行われているところです。 
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一方、国も社会情勢に対応して、平成 18 年に「教育基本法」を改正し、第３条に「生涯学習

の理念」を位置づけました。この中で位置づけられた「生涯学習の理念」は、「生涯にわたっ

て、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすこ

とのできる社会の実現」が求められています。 

本市においては、このような社会の動きの中で、市民ニーズに対応した生涯学習活動を推進

するための環境づくりが重要な施策課題となり、平成 18(2006)年度に、市の将来像である「ひ

とが輝く 地域が輝く ～住み良さが実感できる自立と共生のまち～」を実現するため、本市に

ふさわしい『伊賀市生涯学習推進大綱』を策定しました。 

 

年 国の動き 三重県の動き 

昭和 56 年 

（1981） 

中央教育審議会答申「生涯教育について」

の中で初めて本格的に生涯学習の考え方

が取り上げられる。 

 

昭和 59 年 

（1984） 

三重県生涯教育体系化委員会が「三重県

の生涯教育のすすめ方」を取りまとめる。

昭和 60 年 

（1985） 

三重県生涯教育推進会議が「三重県にお

ける生涯教育事業の現状と方策」をまと

める。 

昭和 61 年 

（1986） 

 

昭和 62 年 

（1987） 

臨時教育審議会の４次にわたる答申にお

いて、「個性の重視」、「国際化・情報化な

どの変化への対応」と並ぶ教育改革の三

本柱の一つとして「生涯学習体系への移

行」が掲げられる。 

 

昭和 63 年 

（1988） 

文部省（現文部科学省）に生涯学習局が

設置される。 

 

平成元年 

（1989） 

 生涯学習課（現生涯学習室）が設置され

る。 

平成 2年 

（1990） 

「生涯学習の振興のための施策の推進体

制などの整備に関する法律」（生涯学習

振興法）が制定され、同法の規定により、

生涯学習審議会が設置される。 

「第 3次三重県長期総合計画」の中に「生

涯学習社会の形成」を目指すための方針

と具体的方策が盛り込まれる。 

平成 6年 

（1994） 

 三重県生涯学習センターと県立図書館が

整備される。 

平成 13 年 

（2001） 

中央省庁再編に伴い、生涯学習審議会が

中央教育審議会生涯学習分科会として再

編される。 

「三重県生涯学習振興基本計画」が策定

され、これを受けて三重県生涯学習推進

会議が設置される。 

平成 18 年 

（2006） 

「教育基本法」が改正される。 

「生涯学習の理念」が教育に関する基本

的な理念として規定される。 
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２ 現状と課題 

（１）生涯学習に求められる役割 

私たちを取り巻く社会情勢は、高度情報化、グローバル化の進展、少子・高齢社会などの諸

課題に加え、地球温暖化などの環境問題など様々な社会的な課題が山積しています。 

こうした課題に対し、社会保障体制や防災活動などの危機管理体制においても、自主的な住

民参加による持続可能な地域社会を構築していくため、新たな技術・知識などが求められてい

ます。 

また、仕事だけではなく個人の日常生活においてもより有意義な生活を送るために、自己の

趣向と研鑽に向けた生涯学習の必要性はますます高まりを見せています。 

 

ア 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現 

厚生労働省では平成 19（2007）年 12 月、関係閣僚、経済界・労働界・地方公共団体の合意

により、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」・「仕事と生活の調和推進の

ための行動指針」が策定され、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向

け官民一体となって取り組み始めました。 

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」では、仕事と生活の調和が実現

した社会について、次のように定義しています。 

 

 

 

 

 

こうした中、今後、社会的な動向や国の方針を踏まえ、仕事と生活の調和を進めていく上

で、生涯学習活動が担う役割は大きく、本市の個性や様々な分野における生涯学習活動の展

開により、市の『地域力』を育み、仕事と生活が調和した成熟型の地域社会のあり方を示し

ていく必要があります。 

 

イ ワーク・ライフ・バランスから『ワーク・ライフ・ラーニング』へ 

人々の価値観や生き方そのものが多様化する中で、心の豊かさや生活の質の向上を求めて、

趣味や教養を深めるための学習やボランティア活動など、様々な生涯学習活動は、学習者自

身の自己実現のみならず、地域社会の活性化につながる有意義なものです。 

今後、団塊の世代の多くが退職を迎え、今後、生涯学習活動のあり方も、ワーク・ライフ・

バランスから『ワーク・ライフ・ラーニング』といったより日常生活にとけ込んだ学習活動

のスタイルが求められ、生きがいを持った生活を送るために、生涯学習活動の果たす役割は

重要です。 

 

 

「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすととも

に、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて

多様な生き方が選択・実現できる社会」 



- 6 - 

ウ 変化する社会情勢に対応する生涯学習 

高度情報化や国際化の進展、科学技術の進歩など社会経済情勢が急激な変化を見せ、既存

の知識や技術がすぐに新しいものに取って代わられる状況にある中、絶えず新しい知識や技

術を習得し、日常生活や職業生活などで活用していくための学習が必要となっています。 

他方、東日本大震災による災害への対応についても、民・業・官が一体となって取組を進

め、減災社会構築の必要性が改めて叫ばれる時代となっています。 

こうした社会情勢を背景に、様々な分野における市民の知識が深まり、持続可能な地域社

会の構築につながるという点で、生涯学習活動は大きな役割を担うものです。 

 

エ 働き方の多様化に対応する生涯学習 

いわゆるフリーターやニートと呼ばれる若者の増加が大きな社会問題となっており、社会

の競争力の低下や社会不安の増大につながるおそれが指摘されています。 

ワーク・ライフ・バランスといった仕事と生活の調和ある社会の実現に向けた取組の必要

性も指摘されています。 

労働者自身も自らのキャリアアップを図るための生涯学習講座を受講することにより、ス

キルアップを図り、より自己の適性や指向に応じた仕事を得る機会、起業する機会などにつ

なげていくことが求められる時代となっています。 

また、定年退職後に何らかの形で職業を持ち続けることを望む高齢者も多くなっています。 

 

オ 子どもを育む生涯学習 

近年、核家族化や都市化が進み、血縁や地縁による人間関係が希薄になりつつある中で、

家庭や地域社会における教育力の低下が指摘されています。子育て家庭は周囲から孤立しや

すい状況にあることから、子育てに悩みや迷いを持つ親は多く、また、子どもへの虐待の増

加が深刻な社会問題となっています。 

一方、子どもたちは、外遊びや人との交流、自然体験、生活体験などの機会が減少したこ

とにより、豊かな感性や創造的思考が育ちにくいだけでなく、体力や運動能力、コミュニケ

ーション能力の低下などが心配されています。また、基本的な学習習慣や生活習慣が身に付

いていない子どもも多いと言われています。 

本市で定めている「伊賀市子ども健全育成条例」の理念を大切にし、生涯学習活動を通し

て家庭や地域社会の教育力を高め、明日の社会の担い手である子どもたちが、家庭や地域の

中で伸び伸びと育まれるような環境を整備することが必要です。 

 

カ 人権を基軸に据えた生涯学習 

日本国憲法によって、すべての国民の基本的人権が保障されているにもかかわらず、現実

の社会においては今もなお、同和問題をはじめ、障がいのある人や女性、外国人などに対す

る差別や偏見といった人権問題が解消されずに、根強く残っています。さらに最近では、イ

ンターネットによる人権侵害など、新たな問題も発生しています。これらの人権侵害は、人

間としての尊厳にかかわる重大な問題であり、根絶に向けた取組が必要です。 
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本市では、伊賀市の誕生とともに「伊賀市における部落差別をはじめとするあらゆる差別

の撤廃に関する条例」を制定し、平成 17(2005)年９月には「伊賀市人権尊重都市宣言」を行

っています。また、平成 18(2006)年に、人権に関する施策を総合的・計画的に進めるための

「伊賀市人権施策総合計画」を策定しています。さらに、平成 19(2007)年４月に教育委員会

では、人権同和教育を総合的かつ効果的に推進するため、「人権同和教育基本方針」を策定し

ています。 

家庭や学校、地域、職場などあらゆる場での学習を通じて、一人ひとりが人権問題を正し

く認識し、いかなる人権侵害も許さない強い意志と実践力を身に付けていくことが人権問題

解決のための第一歩であり、そのために生涯学習が果たす役割は大きいと言えます。 

 

キ 生涯学習市民活動から生涯学習市民運動へ 

本市では、平成 16(2004)年 12 月に「伊賀市自治基本条例」を制定し、住民自治協議会につ

いて規定するなど市独自の住民自治を推進しています。 

地域住民の連携や交流の基盤となる住民自治協議会などのコミュニティは、活力ある地域

社会を構築する上で不可欠なものです。 

特に、環境問題は福島第１原子力発電所事故以来改めてその重要性が問われる社会的な課

題となり、低炭素化社会への取組やエネルギー政策を含めた国策としての対応へと発展して

います。   

また、少子高齢化が進む中で、地域福祉の問題など、行政の努力だけでは対応しきれず、

住民が主体的に活動しなければ解決し得ない課題が山積しています。 

持続可能な地域社会の整備は、少子高齢社会における重要な課題であり、環境問題などを

含めたサスティナブルコミュニティ（持続可能なコミュニティ）づくりは、成熟型社会に移

行しようとする私たちのまちにおいても重要な課題です。 

また、各地域でＮＰＯやボランティアなどの市民活動が活発化しており、そうした活動を

進めるための地域に密着した生涯学習市民運動へと展開していくことが、今後の重要な地域

振興策です。 
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（２）伊賀市の現状 

ア 人口の推移 

本市の人口は、平成 23（2011）年 7月 31 日現在、99,448 人となっています。 

年齢３区分別に見ると、0～14歳は、昭和60(1985)年の18,218人（18.8％）から平成23(2011)

年の 12,309 人（12.4％）と、年々減少の傾向にあります。逆に 65 歳以上は、昭和 60(1985)

年に 15,086 人（15.6％）であったのに対して、平成 23(2011)年には 26,476 人（26.6％）と

大幅に増加しており、少子高齢化が進んでいることが伺えます。 

 

表 年齢３区分別の人口推計 

昭和 60 年 平成２年 平成 7年 平成 12 年 平成 17 年 平成 23 年 

区 分 実 数 

（人） 

構成比 

（％） 

実 数 

（人） 

構成比

（％）

実 数

（人）

構成比

（％）

実 数

（人）

構成比

（％）

実 数 

（人） 

構成比 

（％） 

実 数

（人）

構成比

（％）

0～14 歳 18,218 18.8 16,780 17.2 15,973 15.7 14,492 14.3 13,200 13.1 12,309 12.4 

15～64 歳 63,542 65.6 61,157 62.6 64,940 64.0 63,660 62.7 62,119 61.7 60,663 61.0 

65 歳以上 15,086 15.6 17,053 17.4 20,490 20.2 23,366 23.0 25,298 25.1 26,476 26.6 

年齢不詳    0  0.0  2,762  2.8   32  0.0    9  0.0    6  0.1    0  0.0 

総  数 96,846 100.0 97,752 100.0 101,435 100.0 101,527 100.0 100,623 100.0 99,448 100.0

※平成 12年以前の数値は、旧６市町村（上野市、伊賀町、島ヶ原村、阿山町、大山田村、青山町）の合計値を用いている。 

出処：国勢調査(平成 23 年は 7月 31 日現在の住民基本台帳及び外国人登録の値) 
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4,829人4,925人4,868人4,922人4,706人4,207人3,756人3,559人3,444人
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また、本市に在住する外国人は、平成 21（2009）年 10 月 31 日現在 4,825 人であり、総人

口の 4.8％を占めています。平成 17 年までは、年々増加の傾向にありましたが、それ以降は

横ばいの傾向となっています。 

 

表 外国人登録の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出処、資料：三重県生活・文化部国際室、住民基本台帳 

 

○ 市民活動の状況 

本市では、「伊賀市自治基本条例」に基づき、だれもが自由に参加しながら身近な地域で課

題を出し合い解決できる場として、住民自治協議会が設置されています。これまでの自治会

単位ではできなかったより広い地域との連携や他の団体との連携などにより、大きな視野に

立ったまちづくりを目指す中で、市民が自ら多様な課題に取り組むことになっています。ま

た、人権や福祉、環境、教育など様々な分野での市民活動が盛んであり、個人又は団体とし

てボランティア登録する人の数は年々増える傾向にあります。平成 10(1998)年 10 月の「特定

非営利活動促進法（ＮＰＯ法）」の施行により、市民活動団体も法人格を取得できるようにな

り、本市内においても平成 18(2006)年 10 月現在、29 の団体が組織されています。 

 

○ 生涯学習施設の現状 

本市には、中央公民館をはじめ、旧市町村ごとに上野、いがまち、島ヶ原、阿山、大山田、

青山の６つの地区公民館があり、更に 27 の分館があります。これらの分館の多くは、地区市

民センターに併設されています。図書サービスについては、伊賀市上野図書館といがまち、

島ヶ原、阿山、大山田、青山の各公民館図書室において実施しています。 

文化ホール施設については、伊賀市文化会館、ふるさと会館いが、青山ホール、あやま文

化センターの４館があります。他に研修室などを持つ施設として、伊賀上野交流研修センタ

ー、伊賀市ゆめぽりすセンター、大山田農村環境改善センターなどがあり、市民の学習活動

や文化活動の拠点となっています。 
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一方、体育施設としては、上野運動公園野球場、第３種公認競技場、天然芝のグラウンド、

公認 50ｍプール、武道館や体育館、多目的グラウンド、テニスコート、ゲートボール場など

の施設があります。また、上野地区には屋内型スポーツ施設である県立「ゆめドームうえの」

があるほか、阿山地区と大山田地区にはＢ＆Ｇ海洋センターがあり、いずれの施設も市民の

スポーツ活動の場として利用が図られています。 

このうち、伊賀市文化会館など４ホールや伊賀上野交流研修センター、ほとんどの体育施

設において指定管理者制度を導入しています。 

また、小・中学校の体育施設や多目的ホールの開放を行っており、学校施設開放運営協議

会による運営が進みつつあります。 

 

○ 公民館講座・教室などの開催状況 

本市では、地区公民館などにおいて各種講座・教室を開催しています。特色あるものとし

ては、子どもを対象としたふるさと学習会や、成人を対象とした食文化教室、木工・作陶教

室などがあります。 

全市的な発表の機会としては、伊賀市民文化祭を開催し、絵画、書道、写真、手芸、工芸

などの展示と、音楽、舞踊、演劇などの発表が催されます。また、地区ごとに文化展覧会や

芸能発表会といった作品展示、舞台発表の機会が設けられています。 

社会体育関連では、各地区でスポーツ教室や講座を開催しており、特に阿山地区と大山田

地区のＢ＆Ｇ海洋センターでは、プール施設を使った様々な催しが行われています。また、

各地区での運動会や体育祭、スポーツフェスティバル、青山高原つつじクウォーターマラソ

ン大会、伊賀上野シティマラソン、大山田元日マラソン、各種目別競技大会などのイベント

を開催しています。このほか、伊賀地区駅伝競走大会を名張市と共催しており、「見る」スポ

ーツとして忍びの里女子サッカー大会を開催しています。 

 

○ 生涯学習関連組織・団体の状況 

各地区での公民館講座の修了生などが主体となって、自主的なサークル活動を活発に行っ

ています。それぞれの地区では、上野芸術文化協会や上野公民館サークル協議会、やまなみ

文化協会、あやま文化協会、島ヶ原文化サークル連絡協議会、大山田文化サークル連絡協議

会、青山文化サークル連絡協議会が組織され、地区単位でのサークル活動をまとめています。

また、これらの組織は、文化展覧会や芸能発表会などの発表の機会には、中心となって活躍

しています。 

社会体育関連では、30 の単位種目協会と５地区の支部協会で構成する体育協会のほか、ス

ポーツ少年団、レクリエーション協会などの組織があります。職場単位や仲間どうしでのス

ポーツサークル・団体の活動も盛んです。さらに、現在６つの総合型地域スポーツクラブが

活動又は設立準備を行っています。 

このほか、生涯学習関連組織としては、青少年の育成組織である伊賀市青少年育成市民連

絡会議が設けられており、地区ごとの組織をまとめ、連絡調整の役割を担っています。 



- 11 - 

（３）アンケート結果  

本市では、平成 19（2007）年 3 月に「伊賀市生涯学習推進大綱」を策定し、前期基本計画が

平成 23（2011）年度末に終了することから、後期基本計画策定に向けて市民の皆様の生涯学習

に対する活動の状況やご意見・ご要望などをお聞きし伊賀市生涯学習大綱後期基本計画に反映

することを目的に、伊賀市生涯学習推進計画（後期）」策定のためのアンケート調査を実施し

ました。調査の方法と主な調査結果は、次のとおりです。 

 

ア 調査の概要 

 調査対象地域  伊賀市全域 

 調査対象者   16 歳以上の男女 2,000 人 

 調査対象    抽出法無作為抽出法 

 調査期間    平成 23 年 1 月 19 日～平成 23 年 2 月 25 日 

 調査方法    郵送による配布・回収 

 配布数     配布数＝2,000 票（うち外国人登録者 82 票） 

 回収数・回収率 有効回収数＝1,019 票、有効回収率＝51.0％ 

           外国人登録者＝中国人 有効回収数＝4票 有効回収率＝15.4％ 

                 ＝ブラジル人 有効回収数＝2票 有効回収率＝3.64％ 
 

対象者と配布数 回収数 回収率 

16 歳以上の男女 2,000 票 1,019 票 51.0%

 うち中国人 26 票 4 票 15.4%

 うちブラジル人 56 票 2 票 3.6%

 

 

イ 調査結果記載事項に関する留意事項 

 比率はすべてパーセントで示し、小数点第２位で四捨五入しているため、パーセントの

合計が 100.0％にならない場合もあります。 

 母数となるべき実数は回答者数として示しています。複数回答が可能な設問についても、

比率算出の母数は回答者数とし、それぞれの選択肢の比率を算出している。そのため、

複数回答が可能な設問は、回答総数が回答者数を上回り、パーセントの合計は 100.0％を

超えている値となっています。 

 表中の「－」は、回答者が皆無のものを表しています。 

 無回答は「回答していないもの」を表しています。 

 グラフ・表において、回答の選択肢表記を簡略化している場合があります。 
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ウ 調査結果の概要総括 

(ｱ) 一日のうち自由に使える余暇時間について 

◆ 平日に使える余暇時間については、すべての回答の平均で 3.0 時間  
 

一日のうち自由に使える余暇時間は、平均で男女別には男性が 3.2 時間、女性が 3.0 時

間です。 

年齢別には 30 歳代が最も少なく 2.1 時間で、子育て世代層において、余暇時間がとれ

ない実態が伺えます。 

高齢者になるにつれて余暇時間が多くなるといった傾向が以下のグラフから示されて

います。 

年齢別平日の余暇時間分布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆ 休日に使える余暇時間については、平均で 4.4 時間  
 

休日のうち自由に使える余暇時間は、平均で男性は 5.1 時間、女性は 4.1 時間です。 

世代別には若齢者層の方が時間に余裕がありますが、休日においても最も時間に余裕が

ない世代は 30 歳代で 4.0 時間となっています。 

年齢別休日の余暇時間分布図 
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趣味・教養に関するもの

健康づくりやスポーツに関するもの

家庭生活に関するもの

パソコン・インターネットに関するもの

専門的な知識や技能の習得、

資格取得に関するもの

社会的課題に関するもの

福祉に関するもの

子育てや教育や青少年

の育成に関するもの

郷土やまちづくりに関するもの

語学習得や国際交流に関するもの

その他

無回答

(%)

２３年

１８年

(ｲ) 現在行っている生涯学習活動について 

◆ 男性は「健康づくりやスポーツに関するもの」、女性は「趣味・教養に関するもの」 
 

現在行っている生涯学習活動については、「生涯学習活動は何も行っていない」、「趣味・

教養に関するもの（音楽・美術・芸能・文学・歴史など）」、「健康づくりやスポーツに関

するもの」などの回答が多くなっています。 

男女別の相違としては、男性は「健康づくりやスポーツに関するもの」に対し、女性は

「趣味・教養に関するもの（音楽・美術・芸能・文学・歴史など）」をあげる割合が高く

なっています。 

平成 18（2006）年度に実施した調査結果と比較すると、同様の構成となっていますが、

「生涯学習活動は何も行っていない」（35.7％）との回答が前回よりも 7.0％増加している

一方で、「趣味・教養に関するもの（音楽・美術・芸能・文学・歴史など）」（31.6％）が

4.3％減少しています。 
 

現在行っている生涯学習活動 
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(ｳ) 生涯学習活動を行っていない理由について 

◆ 生涯学習活動を行っていない理由は、忙しくて時間がない  

生涯学習活動を行っていない理由については、「仕事や家事や学業が忙しくて時間がな

い」という回答が全体の４割を超える値となっています。 

こうした傾向は、60 歳代を境に「きっかけがつかめない」や「そういうことは好きでは

ない」といった意見に変わるといった回答結果となっています。 
 

生涯学習活動を行っていない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.6

18.2

12.2

10.6

8.8

8.1

8.1

6.7

2.5

0.9

8.8

1.4

44.3

26.8

17.2

12.0

6.6

6.6

9.6

6.3

6.3

0.8

0.8

12.0

2.7

40.6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

仕事や家事や学業が忙しくて時間がない

きっかけがつかめない

そういうことは好きではない

費用がかかる

必要な情報がなかなか入手できない

一緒に学習や活動をする仲間がいない

身近なところに施設や場所がない 

自分の希望に合う

講座や教室などがない

子どもや親などの

世話をしてくれる人がいない

適当な指導者がいない

家族や職場など

周囲の理解が得られない

その他

無回答

(%)

２３年

１８年

28.6

18.2

12.2

10.6

8.8

8.1

8.1

6.7

2.5

0.9

8.8

1.4

44.3

26.8

17.2

12.0

6.6

6.6

9.6

6.3

6.3

0.8

0.8

12.0

2.7

40.6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

仕事や家事や学業が忙しくて時間がない

きっかけがつかめない

そういうことは好きではない

費用がかかる

必要な情報がなかなか入手できない

一緒に学習や活動をする仲間がいない

身近なところに施設や場所がない 

自分の希望に合う

講座や教室などがない

子どもや親などの

世話をしてくれる人がいない

適当な指導者がいない

家族や職場など

周囲の理解が得られない

その他

無回答

(%)

２３年

１８年
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(ｴ) 今後の生涯学習活動に参加する意向について 

◆ 生涯学習活動に７割以上の市民の参加意向があり、加齢とともに参加意向が減少  

今後の生涯学習活動に参加する意向については、「ある」人が約半数を占め、「機会や条

件が整えば始めたい」を含めると７割以上の市民の参加意向が認められます。 

この傾向を年齢別に見ると、下のグラフに示すように、年齢を増すにつれ、参加意向が

低迷していくといった傾向が見られます。  

年齢と生涯学習参加意向の相関図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｵ) 生涯学習活動を始めるための機会や条件について 

◆ 生涯学習活動を始める機会や条件は、適切な曜日や時間に開かれること  

生涯学習活動を始めるための機会や条件として重視するものについては、「適切な曜日

や時間に開かれること」との回答が最も多く、次いで「魅力ある講座や教室が開かれてい

ること」、「適切な施設、場所が近くにあること」の順で回答が多くなっています。 

また、今後の生涯学習活動に参加する意向についての問いに対し、「機会や条件が整え

ば始めたい」との回答者が生涯学習活動を始めるための条件として重視するものとしては、

「時間に余裕が生まれること」、「自分にとって必要と感じること」が最も多く、次いで「経

費がかかり過ぎないこと」、「健康や体の調子がよいこと」という順となっています。 

生涯学習活動を始めるための機会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.0

14.6

20.6

15.6

18.8

14.9

5.6

7.8

16.2

15.9

21.8

26.4

1.2

1.4

5.8

3.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１８年

２３年

必要な情報が 

入手できること 

適切な施設、場所が

近くにあること 

魅力ある講師・指導者

に出会えること 

適切な曜日や時間

に開かれること 

一緒にやる友人や

仲間がいること 
魅力ある講座や教室 

が開かれていること 

その他

無回答

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 20 30 40 50 60 70

高
い
←
参
加
意
向
→
低
い 

年  齢（歳）
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生涯学習活動を始めるための条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｶ) 生涯学習活動を行いたい理由について 

◆生涯学習活動を行いたい理由については、「生きがいを持つため」が過半数  

生涯学習活動を行いたい理由については、「生きがいを持つため」が過半数を占め、「健

康維持や体力づくりのため」、「友達・仲間づくりのため」という順となっています。 

こうした傾向は性差に関係なく「生きがいを持つため」といった考え方が示されていま

す。 

 

(ｷ) 今後行いたい生涯学習活動について 

◆ 男性は健康づくりやスポーツ、女性は趣味・教養に関するもの  

今後行いたい生涯学習活動については、「健康づくりやスポーツに関するもの」、「趣味・

教養に関するもの（音楽・美術・芸能・文学・歴史など）」で過半数を占め、次いで「家

庭生活に関するもの（料理・洋裁・日曜大工など）」となっています。 

男女別に見ると、男性では「健康づくりやスポーツに関するもの」、女性では「趣味・

教養に関するもの（音楽・美術・芸能・文学・歴史など）」の回答が最も多くなっていま

す。 

 

(ｸ) 今後、生涯学習活動を行う方法について 

◆ 生涯学習活動の方法はグループやサークル活動への参加がほぼ半数  

今後、生涯学習活動を行う方法については「グループやサークル活動に参加したい」が

ほぼ半数で、次いで「市などが行っている講座や教室に参加したい」、「民間の文化センタ

ーやスポーツクラブなどに通いたい」の順となっています。 

こうした傾向は性差に関係なく「グループやサークル活動に参加したい」といった考え

方が示されています。 

 

31.2

29.1

31.2

26.2

2.0

3.8

15.6

14.7

13.9

15.3

1.7

2.7

1.4

0.3

3.1

2.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１８年

２３年

その他 

時間に余裕が 

生まれること 

自分にとって 

必要と感じること

家族や職場の理解

が得られること 

経費がかかり

過ぎないこと

健康や体の調子 

がよいこと 

育児や介護など
の時間が軽減 
されること 

無回答
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(ｹ) 知識や技能を活かす意向について 

◆ 生涯学習に自己の知識や技能を活かそうとは思っていない人が約６割  

知識や技能を活かす意向について、は「思わない」人が、「思う」より多く全体の約６

割を占めています。 

年齢別にこの傾向を見ると、10 歳代の回答者では、「思う」といった考え方が示されて

いますが、他の世代では「思わない」と考える人が多くなっています。 

 

知識や技能を活かす意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別知識や技能を活かす意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｺ) 知識や技能を活かす方法について 

◆ 知識や技能は､地域活動､ボランティア活動､ｸﾞﾙｰﾌﾟｻｰｸﾙ活動で活かしたいとの考えが 

過半数  

知識や技能を活かす方法については、「地域活動やボランティア活動に活かしたい」、「グ

ループやサークル活動で活かしたい」が過半数を占め、「子育てや子どもの健全育成、教

育活動で活かしたい」がこれに続く回答となっています。 

男女とも「地域活動やボランティア活動に活かしたい」との回答が多く、こうした活動と生

涯学習を絡めた方向性が示されています。 

3.33

-1.16

-2.61

-0.89

-1.81
-1.58

-4.04
-5.00

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

意
向
ポ
イ
ン
ト 

年  齢 

39.1

39.2

56.4

 57.2

4.5

3.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１８年

２３年

思　　う 無回答思わない
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(ｻ) 知識や技能を活かしたいと思わない理由について 

◆ 知識や技能を活かしたいと思わない理由は、生涯学習活動に活かせるほどの知識や技能

がないから 

知識や技能を活かしたいと思わない理由については、「生涯学習活動に活かせるほどの

知識や技能がないから」が最も多く、次いで「人前でしゃべることや教えることは好きで

ないから」、「自分だけの楽しみでやっていることだから」の順となっています。 

また、男女ともに「生涯学習活動に活かせるほどの知識や技能がないから」という回答

が最も多くなっています。 

 

(ｼ) 生涯学習活動に関する情報を得る手段について 

◆ 生涯学習活動に関する情報を得る手段は年齢層により差異が見られる  

生涯学習活動に関する情報を得ている主な手段は、「県政だより「みえ」や市の広報「い

が市」」が一番多く、次いで「家族・友人・知人や活動の仲間」、「新聞や雑誌」という順

となっています。 

年齢別には、10 歳代では「家族・友人・知人や活動の仲間」と「インターネット」、20

歳代及び 30 歳代では「インターネット」、40 歳代以上では「県政だより「みえ」や市の広

報「いが市」」との回答の割合が高くなっています。 

 

(ｽ) 生涯学習活動に求める情報について 

◆ 求める情報については、講座や教室に関する情報  

生涯学習活動に求める情報については、「講座や教室に関する情報」、「地域のサークル

やグループに関する情報」、「イベントに関する情報」の順となっています。 

また、全居住地において「講座や教室に関する情報」との回答の割合が高くなっていま

す。 

 

(ｾ) 市などが行っている生涯学習活動に関する意見について 

◆ 市の情報については、身近な施設で受講、講座や教室に関する情報が要望  

市などが行っている講座や教室に対する意見は、「身近な施設で受講できるようにして

ほしい」、「講座や教室に関する情報をたくさん提供してほしい」、「講座や教室の種類を増

やしてほしい」の順となっています。 

男性の回答においては「講座や教室に関する情報をたくさん提供してほしい」をあげる

割合が高く、女性の回答においては「身近な施設で受講できるようにしてほしい」をあげ

る割合が高くなっています。 

 

(ｿ) 関心のある生涯学習活動について 

◆ 関心のある生涯学習活動については「市が行っている講座・教室」  

関心のある生涯学習活動については「市が行っている講座・教室」、「民間の専門業者が

行っている講座・教室」、「市民やＮＰＯ団体などが行っている講座・教室」の順となって

いますが、男女とも「市が行っている講座・教室」に関心が高くなっています。 

また、「市が行っている講座・教室」を望む割合は、「民間の専門業者が行っている講座・

教室」の約３倍の値となっています。 
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関心のある生涯学習活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾀ) 生涯学習活動を盛んにするために市が行うことについて 

◆ 生涯学習活動を盛んにするために市が行うことは、きっかけを幅広く提供と講座や教室

の数や種類を充実させるが半数を超える高い割合 

生涯学習活動を盛んにするために市が行うことは、「生涯学習に取り組むきっかけを幅

広く提供できるよう、講座や教室の数や種類を充実させる」が半数を超える高い割合を占

め、これに次いで「豊かな地域づくりを進めるため、市民にまちづくりや地域の文化、自

然、産業などについての学びの場を提供する」、「職業能力の向上や子育て支援、中高年か

らの健康づくりなど、生涯にわたる課題を解決するための学習機会を提供する」の順とな

っています。 

また、男女とも「生涯学習に取り組むきっかけを幅広く提供できるよう、講座や教室の

数や種類を充実させる」を望む回答者が多くなっています。 

 

(ﾁ) 市の生涯学習推進事業の認知状況について 

◆ 約７割以上の回答者が｢伊賀市生涯学習推進大綱｣に基づく取組に関する認知していない  

市の生涯学習推進事業の認知状況について、｢伊賀市生涯学習推進大綱｣を策定し、生涯

学習について様々な取組に関する認知については、約７割以上の回答者が「知らなかった」

と回答しており、今後生涯学習推進事業の周知が求められています。 

 

 

エ 後期基本計画における課題 

アンケート調査結果より、今後の計画に向けた主な課題を以下に整理します。 
 

(ｱ) 生涯学習活動の周知について 

｢伊賀市生涯学習推進大綱｣に基づく生涯学習推進事業の周知が求められています。 

28.7

36.2

12.6

11.5

13.7

6.9

1.6

2.3

30.8

37.0

12.7

6.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18年

23年

市が行っている 

講座・教室 

民間の専門業者が 

行っている講座・教室
その他

市民やＮＰＯ団体などが

行っている講座・教室 

わからない 無回答
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(ｲ) 生涯学習活動への参加促進に向けた対応 

自由に使える余暇時間などを考慮し、世代に応じた生涯学習メニューや開催時間などを

検討していくことが必要です。 
 

(ｳ) 知識や技能を活かす方法について 

「地域活動やボランティア活動に活かしたい」との回答が多いことから、こうした活動

と生涯学習を絡めた方向性が示されており、これに応じた対策を検討していくことが必要

です。 
 

(ｴ) 生涯学習活動に参加する意向について 

「機会や条件が整えば行いたい」との回答が過半数を超え、「ある」との回答を含める

と、潜在的な生涯学習活動に参加する意向が伺えることから、今後参加条件の整備に向け、

活動の時間帯、場所などに留意した生涯学習環境の整備を検討していくことが必要です。 
 

(ｵ) 関心のある生涯学習活動の分野について 

健康づくりやスポーツに関するものをあげる回答割合が多く、また趣味に関するものも

多くなっていることから、年齢層や性差に配慮した活動環境を提供することが必要です。 
 

(ｶ) 生涯学習活動を行う方法について 

グループやサークル活動に参加したいとの回答が多いことから、集団での参加が可能な

活動メニューの検討が求められています。 
 

(ｷ) 加齢とともに参加意向が低下 

年齢を増すにつれ、参加意向が低迷していくといった傾向にあり、元気高齢者や生きが

い創出に向けた活動展開が必要です。 
 

(ｸ) 活動経費について 

今後の生涯学習活動に参加する意向について、生涯学習活動を始めるための条件として

重視するものとしては、「時間に余裕が生まれること」、「自分にとって必要と感じること」

「経費がかかり過ぎないこと」があげられ、余暇はあるものの活動経費がかかり過ぎない

ことが要点です。 
 

(ｹ) 生きがいや友達づくり 

生涯学習活動を行いたい理由については、「生きがいを持つため」が過半数を占め、「健

康維持や体力づくりのため」、「友達・仲間づくりのため」が多く、今後の活動展開におい

て留意が必要です。 
 

(ｺ) 知識や技能を活かす方法 

知識や技能を活かす方法については、「地域活動やボランティア活動に活かしたい」、「グ

ループやサークル活動で活かしたい」が過半数を占め、「子育てや子どもの健全育成、教

育活動で活かしたい」がこれに続く回答で、男女とも「地域活動やボランティア活動に活

かしたい」との回答が多く、生涯活動と生涯学習を絡めた方向性が示唆されます。 

３ 前期計画成果の検証評価 
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（１）前期事業の評価  

全体事業の評価としては、「Ａ．計画通りに実行できた」72.7％、「Ｂ．ほぼ計画通りに実

行できた」12.8％とＡＢの評価を合わせると全事業の 85.5％がほぼ予定年度内に実行できたと

いう評価となっています。 

他方、「Ｃ．あまり計画通りに実行できなかった」が 1.7％、「Ｄ．計画通りに実行できなか

った」は 1.3％とＣＤランクの評価は全体の 3.0％にとどまっていますが、事業の評価が未評価

となっている事業が 34 事業（11.4％）あり、今後ＣＤランク 9 事業、未評価事業 34 事業につ

いては、特に留意し後期計画策定に向けた検討を行う必要があると考えます。 

前期事業の評価ランクの構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆全事業のランク別事業数と評価表 

 事業数 構成比 
構成比 

（未評価を除く） 
ポイントの集計

Ａランク 216 事業 72.7％ 82.1％ 2160 

Ｂランク 38 事業 12.8％ 14.4％ 190 

Ｃランク 5 事業 1.7％ 1.9％ -25 

Ｄランク 4 事業 1.3％ 1.5％ -40 

未評価 34 事業 11.4％ 12.9％   

合 計 297   263 8.7 ポイント 
 

※ポイントは、Ａランク評価を+10 ポイント、Ｂランク評価を+5 ポイント、Ｃランク評価を-5

ポイント、Ｄランク評価を-10 ポイントとし、ランク別事業数の加重平均により合計ポイント

を算出 

 

Aランク; 

.8%

; 1.7%

業; 1.3%

評価; 34事業; 11.4%

Ａランク 216 事業 72.7％ 

Ｂランク 38 事業 12.8％

Ｃランク 5 事業 1.7％ 

Ｄランク 4 事業 1.3％ 

未評価 34 事業 11.4％ 

［評価基準］ 

Ａ．計画通りに実行できた 

Ｂ．ほぼ計画通りに実行できた 

Ｃ．あまり計画通りに実行できなかった

Ｄ．計画通りに実行できなかった 
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また、５つの施策の柱となる 

１．各世代における人間力の向上 

２．交流による豊かな人間関係づくり 

３．地域力を活かしたまちづくり 

４．地域の歴史・文化・環境の保護・継承と活用 

５．生涯学習を推進するための仕組みづくり 

別の自己評価ポイントは、下表のような評価となり、「地域の歴史・文化・環境の保護・継

承と活用」9.6 ポイントと最も実績評価が高く、次いで「生涯学習を推進するための仕組みづ

くり」が 8.9 ポイント、「各世代における人間力の向上」、「地域力を活かしたまちづくり」が

それぞれ 8.5 ポイントの順で、最も評価が低い施策事業の実績は「交流による豊かな人間関

係づくり」の 7.9 ポイントとなっています。 

 

◆５つの施策の柱ごとの自己評価ポイント 

施策の柱 自己評価ポイント 

１．各世代における人間力の向上 8.5 ポイント 

２．交流による豊かな人間関係づくり 7.9 ポイント 

３．地域力を活かしたまちづくり 8.5 ポイント 

４．地域の歴史・文化・環境の保護・継承と活用 9.6 ポイント 

５．生涯学習を推進するための仕組みづくり 8.9 ポイント 

 
前期生涯学習活動の自己評価 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10
各世代における人間力の向

３．地域力を活かしたまち環境の保護・継承と活用

り

１．各世代における人間力の向上

５．生涯学習を推進する

ための仕組みづくり

２．交流による豊かな

人間関係づくり 

３．地域力を活かしたまちづくり４．地域の歴史・文化・環境の 

保護・継承と活用 
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（２）５つの施策の柱別事業評価結果からの考察  

ア 各世代における人間力の向上 

各世代における人間力の向上に関する 130 事業のうち、「学校教育の充実-地域に根ざした

教育の推進-」、「スポーツ・レクリエーションの推進-スポーツに親しむ機会の提供-」、「健康

づくりの推進-健康づくりに関する意識の啓発-」「健康づくりの推進-健康づくりに関する知

識の普及と実践の促進-」の 4事業が、担当者の自己評価においてＣランクの評価となってい

ます。 
 

◆ランク別事業数と各世代における人間力の向上施策の評価表 

 事業数 構成比 
構成比 

（未評価を除く） 
ポイントの集計

Ａランク 86 66.2％ 76.8％ 860 

Ｂランク 22 16.9％ 19.6％ 110 

Ｃランク  4  3.1％  3.6％ -20 

Ｄランク  0  0.0％  0.0％ 0 

未評価 18 13.8％ 16.1％ 

合 計 130   112 8.5 ポイント 
 

◆評価が低かった事業に関する評価と対策 

施策項目 取組の方向 Ｃ・Ｄ評価の理由を記載 今までの事業の効果 
今までの事業 

の課題と対策 

学校教育の 

充実 

地域に 

根ざした 

教育の推進 

各校では様々な分野で

活躍している方を招い

て講演や体験活動を行

っているが、教育研究セ

ンターに登録されてい

る方を活用したものが

少なかったと考えてい

ます。 

専門的な技術や経験を

持つ方に協力いただく

ことにより、地域に根ざ

した教育を行うことが

できました。 

登録されているボラン

ティア・ティーチャーの

活用に偏りが見られま

す。 

このため、市内各地域に

呼びかけ様々な分野で

活躍している方を多数

登録し、便りなどを活用

して各校に伝えます。 

スポーツ・レ

クリエーショ

ンの推進 

スポーツに 

親しむ機会 

の提供 

他のセクションで実施

しているため、スポーツ

振興課としては、実施で

きませんでした。 

― ― 

健康づくり 

に関する 

意識の啓発 

個別に随時受けた相談

は回数としてカウント

されないため、評価が下

がってしまいました。指

標を回数以外のもので

設定することで、改善さ

れると考えます。 

定期的に健康相談を継

続実施することで、自分

自身の健康状態を見直

し、チェックを行う機会

が持て、生活習慣病予防

のための日常生活の過

ごし方を改めることが

できました。 

新規ケースの停滞が会

ったことが課題として

あげられます。 

今後は周知方法の見直

すとともに、受けやすい

健康相談の体制づくり

を進めます。 健康づくり 

の推進 

健康づくり 

に関する 

知識の普及 

と実践の 

促進 

事業の開始時期が遅く

なったため、実施回数が

少なくなりました。 

今年度は、実施方法を変

更して開催したため、回

数が 1回になりました。

教室後、忍にん体操普及

会に入会し、継続してい

る人もいます。 

平成 23 年度も継続し養

成講座を行います。 

 



- 24 - 

イ 交流による豊かな人間関係づくり 

交流による豊かな人間関係づくりに関する 18 事業のうち、サークル・団体の活動支援に係

わる事業のみ Cの評価となっています。 

◆ランク別事業数と交流による豊かな人間関係づくり施策の評価表 

 事業数 構成比 
構成比 

（未評価を除く） 
ポイントの集計

Ａランク 10 58.8％ 71.4％ 100 

Ｂランク  3 17.6％ 21.4％ 15 

Ｃランク  1 5.9％ 7.1％ -5 

Ｄランク  0 0.0％ 0.0％ 0 

未評価  3 17.6％ 21.4％   

合 計 17   14 7.9 ポイント 

 

◆評価が低かった事業に関する評価と対策 

施策項目 取組の方向 
Ｃ・Ｄ評価の 

理由を記載 

今までの 

事業の効果 

今までの事業 

の課題と対策 

サークル・ 

団体の活動

支援 

サークル・ 

団体間の 

連携支援 

国の政策変更により

新規クラブに対する

補助がなくなり、財政

面での創設支援がで

きなくなったためで

あると考えられます。

各地域でスポーツ

に親しむ市民が増

加しました。 

 

創設済みのクラブに対する支

援方策の検討が必要です。 

情報交換のための連絡協議会

の開催などの対策を講ずるこ

とが必要です。 

平成 22 年度に設置された「み

え広域スポーツセンター」の活

用を進めていきます。 

 

ウ 地域力を活かしたまちづくり 

地域力を活かしたまちづくりに関する 89 事業のうち、Ｃの評価となっている事業は、「安

全に対する意識の向上-市民活動の運営支援-」、Ｄの評価となっている事業は、「男女共同参

画の推進-あらゆる分野での男女共同参画の実現-」、「安全に対する意識の向上-市民活動の運

営支援-」、「安全に対する意識の向上-国民保護の推進-」、「安全に対する意識の向上-国民保

護の推進-市民活動支援センターの充実」となっています。 

以上の結果、安全に対する意識の向上に係わる事業結果の評価が低くなっています。 

 

◆ランク別事業数と地域力を活かしたまちづくり施策の評価表 

 事業数 構成比 
構成比 

（未評価を除く） 
ポイントの集計

Ａランク 69 79.3％ 84.1％ 690 

Ｂランク  9 10.3％ 11.0％ 45 

Ｃランク  0  0.0％  0.0％ 0 

Ｄランク  4  4.6％  4.9％ -40 

未評価  5  5.7％  6.1％   

合 計 89   84 8.3 ポイント 
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◆評価が低かった事業に関する評価と対策 

施策項目 取組の方向 
Ｃ・Ｄ評価の 

理由を記載 
今までの事業の効果 

今までの事業 

の課題と対策 

男女共同 

参画の推進 

あらゆる 

分野での 

男女共同 

参画の実現 

女性役員登用ができ

ていない審議会が

13 あります。 

また、女性の登用数

を増やすことが難し

い審議会もあり、今

後、どう働きかけて

いくのかが課題で

す。 

H19 年度実績値 28.5％か

ら 1.1％アップしました。 

ここ３年は、伸び悩んで

おり、根本的な対策が必

要です。 

女性登用率40％未満の審

議会など委員の委嘱伺回

付時に、「女性選任状況調

査票」を添付してもらい、

その理由を調査し、登用

率が上がる可能性がある

審議会などに働きかけて

いくこととします。 

安全に対す

る意識の 

向上 

 

国民保護の 

推進 

制度改正もなく、実

施できませんでし

た。 

市民の国民保護意識の向

上を図ることができまし

た。 

国からの国民保護に関す

る情報などを広報誌や市

ＨＰ、ケーブルテレビな

どで紹介していきます。

市民活動の 

運営支援 

経済状況の悪化や市

民活動団体の活動情

報の発信などの広報

活動が浸透していな

いためと考えられま

す。 

市民公益活動支援に係る

寄付の仕組み（マッチン

グギフト方式）に関する

広報活動を実施しまし

た。          

「広報いが市」と「伊賀

び～と」（広報誌）へ掲載

しました。 

今後も市民活動支援に係

る寄付の仕組み（マッチ

ングギフト）について広

報活動を進めます。 

市民活動の

支援 

 

市民活動支

援センター

の充実 

自治組織の見直しに

伴う事務が増大した

ことが要因と考えら

れます。 

市民活動支援センターの

運営については、運営委

員会を設置し、市民活動

のニーズに対応した運営

を行っています。 

運営委員会に替わる（仮

称）利用者協議会を開催

します。 

 

エ 地域の歴史・文化・環境の保護・継承と活用 

地域の歴史・文化・環境の保護・継承と活用に関する 36 事業は、Ａランクは 31 事業、Ｂ

ランクが 3事業の評価となっています。 

また、自己評価のできなかった事業として、「環境保全・環境学習の推進-環境学習の推進-

自然環境の保全団体への支援-」、「環境保全・環境学習の推進-環境学習の推進-風景や景観に

ついて考える環境学習の推進-」は未評価となっています。  

 

◆ランク別事業数と各世代における人間力の向上施策の評価表 

 事業数 構成比 
構成比 

（未評価を除く） 
ポイントの集計

Ａランク 31 86.1％ 91.2％ 310 

Ｂランク  3  8.3％  2.7％  15 

Ｃランク  0  0.0％  0.0％  0 

Ｄランク  0  0.0％  0.0％  0 

未評価  2  5.6％  1.8％   

合 計 36   34 9.6 ポイント 
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オ 生涯学習を推進するための仕組みづくり 

生涯学習を推進するための仕組みづくりに関する 28 事業は、Ａランクは 20 事業、Ｂラン

クが 1事業の評価、Ｄランクの評価が１事業となっています。 

また、自己評価のできなかった事業として、「相談・支援体制の充実-学習相談体制の充実-」、

「相談・支援体制の充実-コーディネート機能の強化-」、「生涯学習拠点の整備とネットワー

クづくり-指定管理者によるネットワーク化-」、「生涯学習拠点の整備とネットワークづくり-

上野図書館の施設整備と管理運営の充実-」、「生涯学習拠点の整備とネットワークづくり-施

設間のネットワーク化-」「いつでもどこでも学べる仕組みづくり-在宅学習の振興-」につい

ては未評価となっています。  

◆ランク別事業数と各世代における人間力の向上施策の評価表 

 事業数 構成比 
構成比 

（未評価を除く） 
ポイントの集計

Ａランク 20 74.1％ 95.2％ 200 

Ｂランク  1  3.7％  4.8％  5 

Ｃランク  0  0.0％  0.0％  0 

Ｄランク  1  0.0％  0.0％ -10 

未評価  6 22.2％ 28.6％   

合 計 28   22 8.9 ポイント 

 

◆評価が低かった事業に関する評価と対策 

施策項目 取組の方向 Ｃ・Ｄ評価の理由を記載 今までの事業の効果 
今までの事業 

の課題と対策 

いつでも 

どこでも 

学べる仕組

みづくり 

サテライト 

機能の充実 

地区公民館や分館で実

施する講座の情報を収

集したが、検討までの会

議に至らなかったため

と考えています。 

― 

（大山田公民館） 

各地区公民館ではなく

地域の地区市民センタ

ーなどを活用し実施し

たいと考えています。 

 

 

（３）前期計画評価の総括 

ア ＣＤランク評価事業に関する検討 

ＣＤランクに位置づけられた事業については、事業課題を精査するとともに、今後の対策

を検討し、前期計画における事業内容を考慮しつつ、現状を改善するための対策を講ずる必

要があります。 
 

イ 未評価事業について 

未評価事業については、未評価となる要因について分析し、事業の廃止、一部改善して存

続、継続に分類し、後期計画への反映を検討することが必要です。 

また、複数の部局により同一事業を進めようとしている事業において、その評価が未達成

となっているものについては、関係部課局と協議の上、一部課局による事業推進体制に改め

るなどの方策も併せて検討し、事業の有効性や、事業実施のねらいなどを考慮して検討を進

める必要が伺えます。 
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４ サークル活動団体へのヒヤリング調査 

（１）調査の内容 

伊賀市の各公民館を中心にサークル活動を行っている団体に対し、伊賀市生涯学習大綱作

成に向けたグループインタビューを実施し、現状と課題、今後の要望などについて調査を行

いました。 

 

（２）調査期間  

平成 23 年５月 17 日～５月 18 日 

 

（３）調査方法  

面接対話によるグループインタビュー 

 

（４）ヒヤリングに見られる主な意見 

ア 動機について 

(ｱ) 子どもの頃やっていたものを退職と同時にもう一度始めたなど、退職を契機としたサーク

ル活動参加者が多く、退職後の余暇を充実させている。 

(ｲ) 学生時代に趣味の社交ダンスを少しやっていた。社会人になり先輩に誘われ、社交ダンス

が流行になったときやってみようかと思い結婚するまでやっていた。結婚して一時止めた

が、退職しまた始めた。 

(ｳ) 隣近所の方からの進めによる入会など、勧誘をきっかけとしたサークル加入者も見られる。 

(ｴ) 食のサークルでは食べ物が好きだし食の安全を考えて、そば打ちをしたりパン作りなどを

行っているなど、自主的に自己の趣向に応じたサークルに入会したとの回答もあった。 

(ｵ) 退職したとき何もしないとしょうがないと思ったのがきっかけ。農業を引き継いでいたが、

もともと、声を出すことや歌を歌うのが好きで、地域でカラオケ大会のようなものがあり

数十年参加していた。その中での先輩がこのようなサークルはどうかとひょうたん作りを

勧めてもらった。 

(ｶ) もともと自分の勤めは山で、山で見てきた木を鉢に入れてきたが物足りなくなり、ある盆

栽の先生に相談するようになった。そこに勉強に来ていた方と知り合いになりそれから盆

栽のサークルをするようになった。 

(ｷ) 後から入ると入りにくい。 

(ｸ) 退職してからの入会。ふるさとのことをあまり知らないことと、新しい友達を作りたかっ

た。 

(ｹ) 老人クラブのサークルに入っていない人は引っ込み思案な人が多い。 

 

イ 参加者の減少 

カラオケや舞踊など長い歴史のあるサークル活動があるが、現実的にサークル活動への参

加者が減少の傾向にある。 
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ウ 伊賀市の特色あるサークル 

俳句のサークルは、各地区にあり 40 年の歴史を数えるものもあり、伊賀市の特色となって

いる。 

 

エ 助成金 

(ｱ) 公民館そのものが縮小し、助成金が少なくなることなど、もう少し公民館自体に力を入れ

て欲しいとの要望がある。 

(ｲ) 自分でお金を払っているサークルもあるが、補助があれば助かる。 

(ｳ) 経費がかかるとか、どうのこうの言っていたら趣味はやっていられない。 

(ｴ) 公民館そのものが縮小しているということが、助成金が少なくなるもとですから、もう少

し公民館自体に力を入れてもらいたい。 

 

オ 活動場所 

(ｱ) お金をかけて新しいところに移るよりも古い場所でちゃんとしてもらえれば充分。 

(ｲ) こぢんまりしている方が親密性がある。 

 

カ 年齢や知識のギャップ 

年齢、知識のギャップがあり、入ろうと思ってもなかなか受け入れられない。 

 

キ 活動の継続性 

広告など出したいが費用がなく、続けてはいるが尻きれトンボになりがち。 

 

ク 地域貢献 

(ｱ) 地域に貢献できるような会でありたい。 

(ｲ) 文化を大事にしていきたいという方向でやっており、それを見守っていただけるような行

政からの支援を願う。 

 

ケ 子どもの参入 

(ｱ) 方向性を小さい子どもに目を向けて、入会を促進してはどうか。 

(ｲ) 子どもが汗かいて作ったものは家に持って帰る。親も見て喜び広まるのではないか。 

(ｳ) 子どもたちもだきこむ孫と対戦するように。 

(ｴ) マジックサークルでも子どもに小さい南京玉すだれを作ったり、マジックを教えてあげる

と、子どもたちも楽しそうにしてくれる。 

 

コ 活動の時間帯 

公民館活動は昼間が多く、やってみたいが参加できない。 
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サ 情報提供方法 

(ｱ) 地区単位で情報誌みたいなものを作ってはどうか。 

(ｲ) 伊賀だけではなく各地でこのようなサークルはあると思う。ネットワークを作るために発

信をしていただければ良いと思う。 

(ｳ) 地区単位で情報誌みたいなものを作ってみてはどうか。 

 

シ コミュニティをベースとした生涯学習活動 

基本的には向こう三軒両隣とコミュニケーションを広めながら誘い合いをしながら地域に

広げることをしている。 
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１ 生涯学習活動の周知について 
｢伊賀市生涯学習推進大綱｣に基づく生涯学

習推進事業の周知 
 

２ 生涯学習活動への参加促進に向けた対応 
自由に使える余暇時間等を考慮し、世代に応

じた生涯学習メニューや開催時間などを検討 
 

３ 知識や技能を活かす方法について 
知識や技能を活かす活動と生涯学習を絡め

た方向性と、これに応じた対策を検討 
 

４ 生涯学習活動に参加する意向について 
潜在的な生涯学習活動に参加する意向が伺

えることから、今後参加条件の整備に向け、活
動の時間帯、場所などに留意した生涯学習環境
の整備を検討 
 

５ 関心のある生涯学習活動の分野について 
年齢層や性差に配慮した活動環境を提供す

ることが必要 
 

６ 生涯学習活動を行う方法について 
生涯学習活動を行う方法については、グルー

プやサークル活動に参加したいとの回答が多
いことから、集団での参加が可能な活動メニュ
ーの検討 
 

７ 加齢とともに参加思考が低下 
年齢を増すにつれ、参加意向が低迷していく

といった傾向にあり、元気高齢者や生きがい創
出に向けた活動展開が必要 
 

８ 活動経費について 
今後の生涯学習活動に参加する意向につい

て、生涯学習活動を始めるための条件として重
視するものとしては、「時間に余裕が生まれる
こと」、「自分にとって必要と感じること」、
「経費がかかり過ぎないこと」があげられ、余
暇はあるものの活動経費がかかりすぎないこ
とが要点 
 

９ 生きがいや友達づくり 
生涯学習活動を行いたい理由については、

「生きがいを持つため」が過半数を占め、「健
康維持や体力づくりのため」、「友達・仲間づ
くりのため」が多く、今後の活動展開において
留意が必要 
 

10 知識や技能を活かす方法 
知識や技能を活かす方法については、「地域

活動やボランティア活動に活かしたい」、「グ
ループやサークル活動で活かしたい」が過半数
を占め、「子育てや子どもの健全育成、教育活
動で活かしたい」がこれに続く回答で、男女と
も「地域活動やボランティア活動に活かした
い」との回答が多く、生涯活動と生涯学習を絡
めた方向性が示唆 

ア ン ケ ー ト 調 査 か ら の 主 な 課 題

１ 動機について 

(1) 子どもの頃やっていたものを退職と同
時にもう一度始めたなど、退職を契機
としたサークル活動参加者が多く、退
職後の余暇を充実 

(2) 隣近所の方からの勧めによる入会者も
見られる 

(3) 自主的に自己の趣向に応じたサークル
に入会したとの回答もあった 

(4) 後から入ると入りにくい 
(5) 老人クラブのサークルに入っていない

人は引っ込み思案なこともある 

２ 参加者の減少 

カラオケや舞踊など長い歴史のあるサー
クル活動があるが、現実的にサークル活動へ
の参加者が減少の傾向にある 

３ 伊賀市の特色あるサークル 

俳句のサークルは、各地区にあり 40 年の
歴史を数え、伊賀市の特色となっている 

４ 助成金 

公民館そのものが縮小し、助成金が少なく
なることなど、もう少し公民館自体に力を入
れて欲しいとの要望がある 

５ 活動場所 

(1) お金をかけて新しいところに移るよりも
古い場所でちゃんとしてもらえれば充分 

(2) こぢんまりしているほうが親密性がある 

６ 年齢や知識のギャップ 

年齢、知識のギャップがあり、入ろうと思
ってもなかなか受け入れられない 

７ 活動の継続性 

広告など出したいが費用がなく、続けては
いるが尻きれトンボになりがち 

８ 地域貢献 

地域に貢献できるような会でありたい 

９ 子どもの参入 

方向性を小さい子どもに目を向けて 

10 活動の時間帯 

公民館活動は昼間が多く、やってみたいが
参加できない 

11 情報提供方法 

地区単位で情報誌みたいなものを作って
はどうか 

12 コミュニティをベースとした生涯学習活動 

基本的には向こう三軒両隣とコミュニケ
ーションを広めながら誘い合いをしながら
地域に広げることをしている 

グループインタビュー結果から主な課題

５ 現況調査及び前期計画評価課題 
これまでの調査結果を基に、後期大綱整備向けた課題を以下のフロー図にしまします。 
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１ ボランティア登録制度の見直し・拡充

登録されているボランティア・ティーチ

ャーの活用に偏りがあり、専門的な技術や

経験をもつ方に協力いただくことにより、

地域に根ざした教育を行う体制づくりが必

要 

 

２ 複数の主体が重複して活動を展開 

 

３ 新たな参加者や相談者の停滞 

健康相談など継続実施することで生活習

慣病予防を進めているが、新たな参加者が

停滞している 

 

４ 補助対策 

国の政策変更により新規クラブに対する

補助がなくなり、財政面での創設支援がで

きなくなった 

 

５ 男女共同参画の課題 

女性の登用数を増やすことが難しい審議

会もあり、今後、どう働きかけていくのか

が課題で、ここ３年は、伸び悩んでいる 

 

６ 活動情報の浸透化 

経済状況の悪化や市民活動団体の活動情

報の発信などの広報活動が浸透していない

 

７ 市民活動支援センターの運営 

利用者や市民活動団体が、市民活動支援

センターの利用促進を促すためには、利用

者・市民団体が中心となり運営に参加する

ことが必要 

 

８ 活動の場への要望 

地区公民館や分館で実施する講座の情報

を収集したが、検討までの会議に至らなか

った 

こうした中で、各地区公民館ではなく地

域の地区市民センター等を活用し実施した

い 

各課検証調書の CD ランク評価の事業課題

１ 活動を始めるきっかけづくり 
-生涯学習活動の周知について- 

(1) サークルメンバーから勧誘促進 
(2) 広報等によるサークル活動情報の提供（地区単

位で情報誌みたいなものも検討） 
(3) ダイレクトメールによる勧誘 
(4) 若い世代には、インターネットを使い 

ア ホームページの活動 
イ ツイッターなどを活用した情報提供 
ウ 子育て層には健診や相談の際にサークルを

紹介 
などの方法を検討 
 

２ 生涯学習活動への参加促進に向けた対応 

(1) 活動の開催時間帯や開催曜日などを検討（休日
の余暇時間をうまく活用） 

(2) 活動場所（施設）運用方式の検討 
(3) 活動世代に合わせたサークルの開設 
(4) 発表の場や結果を公開する機会の拡大 
(5) 使える日の制限 ゆとりとしてやっているのに

制限があるのが課題 
 

３ 地域に貢献する生涯学習活動 

(1) 生きがいとなるボランティア活動などの促進
（前期では進んでいない項目として） 

(2) 防災活動や国民保護活動などの活動促進 
(3) 地域貢献活動に向けた他事業との連携 

 

４ 知識や技能を活かす方法について 
 

５ 潜在的な生涯学習活動に参加ニーズの掘
り起こし 

 

６ 年齢層や性差に配慮した活動環境 

(1) 男性は健康スポーツ活動 
(2) 女性は趣味の活動 
(3) 年齢層によるニーズの相異に対応した活動環境

整備 
 

７ 生涯学習活動を行う方法 

(1) サークル主体の活動における課題 
ア サークル活動の世代交代が進んでいない 
イ 市内の各地域間のサークル活動の連携 
ウ イベント開催の企画要望に対応した施策展

開 
エ 世代間交流の促進活動（孫と高齢者の交流な

ど） 
オ 伝統文化を伝える講座（若者と交流の場とも

なる） 
カ 指導者の人材バンクに登録制度 
キ 交通手段を考えてもらいたい 

(2) 活動経費の補助 
活動経費の補助に関する要望がでていることへ
の対応策の検討 

(3) 地域福祉と連動した生涯学習サークル 
(4) 学童保育など放課後の活動と連動した生涯学習

活動の展開 
(5) 市有財産の有効活用 

最近学校も統合しているので廃校になった場所
などを活動の場として提供するなど市有財産を
有効に活用した生涯学習活動の場づくり 

後 期 大 綱 整 備 向 け た 課 題
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６ 基本理念と基本目標 

（１）基本理念  

「学びが創る ひと 仲間 まち」 

近年、「学び」に対する市民ニーズは一層高まり、世代を問わず求められるものとなっていま

す。生涯を通じた「学び」により、自分自身を磨き、豊かな人生を送ることができる社会、すな

わち、いつでもどこでも学習することができ、その成果を適切に活かすことのできる社会の実現

が求められています。 

本市は、目指す市の将来像として『ひとが輝く 地域が輝く ～住み良さが実感できる自立と共

生のまち～』を掲げています。「ひとが輝く」の原点として、学びによる「自分磨き」があり、

自己実現による「生きがい」があります。また、学習できる環境と、その成果を活かせる機会を

持つことで、「地域が輝く」ことへとつながります。文字通り、本市のまちづくりは生涯学習の

まちづくりであるとも言えるのです。 

こうした基本的な考え方に基づき、後期計画においても前期計画を継承し引き続き、「ひとが

輝く 地域が輝く」を基本理念とした生涯学習大綱とします。 

「ひとが輝く 地域が輝く」をテーマとする基本理念は、本市自治の理念である「市民が主体

となり地域の個性が生きた自治の形成」、「持続可能な共生地域の形成」、「交流と連携による

創造的な地域の形成」をも表すもので、この自治理念を具現化するため、生涯学習活動の果たす

役割は大きいと言えます。 

以上のことから、次の３つを計画の理念として掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習の主役は市民です。だれもが希望を持ち、やる気と意欲が湧き立ってくるまちを目指

して、あらゆる場と機会を活用し、市民が主体的に多様な学習活動を展開でき、自己を表現し活

躍できる環境を整えます。また、生涯学習を通じて多様な連携・交流を生み出せるよう、市全体

で生涯学習を推進するための人材や組織のネットワークを構築します。さらに、豊かな歴史・文

化や自然を守りつつ、生涯学習活動を展開していく中で地域力を高め、地域の特性を活かした新

たな地域文化を創造します。 

①だれもが主体的に学び、表現できる 

②多様な連携・交流を生み出す 

③地域力を高め、伝統の継承と新たな文化の創造を図る 
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（２）基本目標  

また、基本理念の実現に向けて、本生涯学習大綱では、次の５つを基本目標として計画的に

取り組んできました。後期計画においては、事業の継続性、活動の持続性と言った観点から、

この５つの基本理念を引き続き継承していくこととします。 

 

ア 各世代における人間力の向上 

生涯を通じて、心身ともに健康で、豊かな生活が送れるよう、市民一人ひとりの「人間力」

の向上に向けて、自分自身を磨き、生きがいにつながる多様な「学び」の機会を創出します。 

 

イ 交流による豊かな人間関係づくり 

豊かな人間関係が構築できる地域社会としていくため、様々なテーマの「学び」による市

民どうしの交流・連携活動を活発化します。 

 

ウ 地域力を活かしたまちづくり 

「伊賀流自治」を基礎として、市内各地域の特性を活かしたまちづくりが展開されるよう、

「学び」を通じて地域の結束力、自治力を高めます。 

 

エ 地域の歴史・文化・環境の保護・継承と活用 

本市に固有の歴史・文化や自然環境を保護・継承しつつ有効に活用し、まちの個性を形づ

くる文化を創造するため、まちに関する「学び」の機会を充実させ、積極的な文化活動へと

展開させます。 

 

オ 生涯学習を推進するための仕組みづくり 

学ぶ意欲のある人ならだれでも、時と場所を選ばず「学び」に取り組めるよう、行政や市

民、各種団体、大学、企業、民間事業者などの協働により生涯学習の仕組みを整えます。 
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（３）後期計画の推進に向けて留意する視点 

本大綱の前期５ヶ年の推進結果の検証やアンケート調査などにより、以下のような課題が整

理されました。 

 

○ 活動を始めるきっかけづくり 

○ 生涯学習活動への参加促進に向けた対応 

○ 地域に貢献する生涯学習活動 

○ 知識や技能を活かす方法について 

○ 潜在的な生涯学習活動に参加ニーズの掘り起こし 

○ 年齢層や性差に配慮した活動環境 

○ 生涯学習活動を行う方法 

 

こうした課題の共通要因として、生涯学習活動への参加者の割合が減少していることにある

と考えます。 

生涯学習大綱後期計画においては、こうした状況を考慮した上で、５つの基本目標を更に推

し進めていくために、後期計画の推進に向けて留意する視点として以下の 10 項目を掲げた計画

とします。 

この後期計画の推進に向けて留意する視点に沿って、該当する個別事業を選定し、具体的な

対応策を検討していくこととします。 

 

後期計画の推進に向けて留意する視点 

① ライフスタイルに配慮した生涯学習活動の展開 

② 生涯学習活動を地域貢献やまちづくりに活かす展開 

③ 世代間交流などの活動と生涯学習活動の連携による社会教育実践の場としての活動展開 

④ 防災や防犯など日常生活に密着した題材をテーマとした生涯学習の展開 

⑤ 余暇消費の場となるようワーク・ライフ・バランスの一助となる生涯学習 

⑥ 地域間の連携による生涯学習活動体系の確立 

⑦ 生涯学習活動の場の拡充対策と既存施設の利活用方策の検討 

⑧ 伊賀市の伝統文化を継承する生涯学習展開に合わせた子ども達の参加促進 

⑨ コミュニティ活動と生涯学習の連携による地域福祉にも資する生涯学習活動の展開 

⑩ 柔軟に参加者を勧誘することができるようなサークル活動団体体制への環境整備 
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７ 計画の体系 

【基本理念】      【基本目標】              【施策項目】 

    

       家庭の教育力の向上 
        

 
       学校教育の充実 
        

      

     知識・教養の習得・向上 
      

   
     職業能力の向上 
      

 

１．各世代における 

人間力の向上 
  

      スポーツ・レクリエーションの推進 
       

  
      健康づくりの推進 
       

  

      図書館活動の充実 
       

  
     サークル・団体の活動支援 
      

    

 

 
   多文化共生の推進 

      

２．交流による豊かな 

人間関係づくり 
 

      世代間交流の推進 
       

  
      地域の教育力の向上 
       

   

      青少年がいきいきと成長する地域づくり 
       

 
      福祉教育の推進 
      

  

     人権が尊重される社会の実現 
      

    
     男女共同参画の推進 
   

３．地域力を活かした 

まちづくり 
   

  

      安全に対する意識の向上 
       

 
      市民活動の支援 
       

   

      住民自治活動の推進 
       

   
     歴史・文化の保護と継承の推進 
      

    
     文化・芸術活動の推進 

      

４．地域の歴史・文化・環境の

保護・継承と活用 
 

      環境保全・環境学習の推進 
       

   

      情報の収集・発信機能の充実 
       

  
      相談・支援体制の充実 
       

  

     生涯学習拠点の整備とネットワークづくり 
      

   
   

５．生涯学習を推進するための

仕組みづくり   いつでもどこでも学べる仕組みづくり 
       

   

 

学 

び 

が 

創 

る 
 

 

ひ 

と 
 

 

仲 
間 

 
 

ま 

ち 

     産学官民の協働の推進 
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Ⅱ 基本計画 

１ 各世代における人間力の向上 

（１） 家庭の教育力の向上  

本施策は、少子化が進行しつつあるなかで、活力ある地域づくりを進めるために、次代の担

い手である子どもたちが、心身ともに健やかに成長する環境づくりに向けた施策です。また、

親だけでなく、子どもを取り巻くすべての大人が家庭教育の重要性について理解し、共通認識

を深めるよう意識啓発に努めるとともに、学習の機会や情報提供などにより家庭の教育力の向

上を図っていくための施策として位置づけられています。 

後期計画においては、こうした施策の考え方を継承しつつ、後期計画の推進に向けて留意す

る視点として、『①ライフスタイルに配慮した生涯学習活動の展開』に向け、子どもの生活リ

ズムの改善事業を対象に、内容を検討していきます。 

 

ア 家庭教育の重要性に関する意識啓発 

 (ｱ) 家庭教育に関する啓発パンフレットの作成・配布 

「輝け！いがっ子憲章」のチラシ・ポスター作成・配布を行うとともに、健康や子育て

についての啓発紙やたよりを作成し、保育所(園)、地域子育て支援センター、児童館など

で保護者に配付し、家庭教育の重要性について周知、啓発を行うとともに各人の意識啓発

に努めてきました。 

また、健康や子育て等にこれまで以上に関心をもってもいただくために、保育所、小学

校など関係機関との連携を図り、情報交換などを密にし、相互の連絡体制を強化するなど

の対策を講じていきます。また、引き続きパンフレットの作成も行い、家庭教育の重要性

についての啓発にも努めます。 

イ 家庭教育に関する学習機会と情報提供の充実 

 (ｱ) 子育てや子どものしつけに関する講演会などの開催 

これまでの取組としては、子育てや子どものしつけに関する講演会をはじめ、男性の家

事自立を目指す講座等も開催しました。 

今後、子育てや子どものしつけに関する取組については、毎年、最も大きな課題の１つ

に焦点を当てた対応を検討していきます。 

また、子育てやしつけに関する情報提供の充実を図り、公演・講座内容等についても他

の関係機関とともに検討していきます。 

このほか、児童子育て相談事業を積極的に推進していくために、児童子育て相談員のあ

り方や、地域内の保育所（園）、関係団体などと協力し、ＰＲの方法や講師の選定につい

ての協議、検討を行っていく体制整備に努めます。 
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 (ｲ) 子育てや子どものしつけに関する情報誌の発行 

子育て家庭では、子育てや家庭教育に対して悩みや不安を抱えている親が多くいます。

そのため孤立しやすい状況になります。その不安を解消するために妊娠、出産、子育てま

での公的な施設やサービス情報を提供したり、不安感の解消に寄与できる情報誌を発行し

てきました。 

今後も、市のホームページなどで周知を図るとともに、必要に応じて地域ごとに講演会

や勉強会などの開催に努めていきます。 
 

ウ 子どもの生活リズムの改善 

(ｱ) 子どもの生活リズムに関する実態調査の実施 

留意する視点：ライフスタイルに配慮した生涯学習活動の展開 

子どもの生活リズムに関する実態調査を実施しました。 

今後も生活リズムの大切さを保護者に啓発し、できることから一歩ずつ始めるよう働き

かけます。「早寝、早起き、朝ごはん」といった日常の基本的な生活リズムの有効性につ

いて啓発に努めていきます。 

 

 (ｲ) 子どもの生活リズム改善のための食生活 

留意する視点：ライフスタイルに配慮した生涯学習活動の展開 

保育所（園）では、乳、幼児の生活改善の基本ともいえる「食」を中心に取り組みを進

めてきました。実例として、園庭活動を通じて食べることの大切さ、物を大切にする気持

ち、食物の「命」をいただいて自分たちの「命」を生かしてもらっている。「命」がつな

がっていることを学んでいます。 

今後も、子ども達が作った野菜などを活用し子どもとともに調理を実施し、生活リズム

の一つである「食べる」ということの大切さを学ぶ事業を進めていきます。 

 

 (ｳ) 子どもの生活リズム改善のための保護者と向き合った事業の展開 

留意する視点：ライフスタイルに配慮した生涯学習活動の展開 

これまでの取組として、子どもの生活リズム改善のためパンフレットなどを作成・配布

してきました。 

今後は、パンフレットなどの配布を行うだけでなく、子どもたちが規則正しい生活が送

れるよう保護者と向き合いそれぞれの実態にあった事業の展開に努めます。 
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（２） 学校教育の充実 

学校教育は、児童・生徒が生涯にわたる自発的な学習活動の基礎・基本を培う重要な役割を

担っております。 

伊賀市では、学力の向上、人権・同和教育の充実、キャリア教育の推進の三つを柱に、各校

で特色ある教育課程を編成し、自ら考え判断し行動できる力や生涯にわたる自主的・自発的な

学習活動を可能にする学習意欲と基本的資質・能力の育成に取り組んできました。 

また、各学校では、学校マニフェストを作成し、保護者・地域住民に経営方針や教育内容を

公開・説明するとともに、学校評価を受け学校改善に生かしてきました。 

今後も開かれた学校づくりを一層推進するために、地域の人々の学校経営への参画や家庭の

教育力や地域の教育資源の活用など、学校教育と社会教育の連携をさらに深め、学習の場や活

動など双方の持ち味を活かしながら一体となって教育に取り組む、学社融合を推進していきま

す。 

ア 基礎基本の学力の定着を目指した教育の推進 

(ｱ) 学校マニフェストによる実践と検証  

すべての小中学校で、学校マニフェストに学力向上に関する数値目標を掲げております。

学力検査の結果や外部評価を分析し、授業改善につなげてきました。今後も、学校マニフ

ェストや評価の質を高めるための取組みを進めていきます。 

(ｲ) 研究指定校による教育実践の公開   

これまで毎年３校を研究指定校とし、その成果を公開してきました。公開研究会へは、

保護者や学校評議員などの地域の方々の参加が年々増えてきています。 

今後も、研究指定の成果を教育関係者だけではなく、広く保護者・地域へも公開し、学

校・家庭・地域が連携して、子どもたちの教育課題を共有し、学力向上に向けて取り組ん

でいけるよう参加体制や研修内容の充実に努めていきます。 

 

イ 生命や人権を尊重する教育の推進 

(ｱ) 学校における人権・同和教育の確立 

児童生徒を取り巻く生活実態に学び、教育活動全体を通して、一人ひとりの個性を

生かし、可能性を伸ばすとともに、人間尊重の精神と豊かな感性を養い、差別に対す

る科学的認識を育て、部落差別をはじめあらゆる差別を許さない実践的な人間の育成

に努めます。 

また、ＰＴＡ講演会や公開授業等を通じて保護者への啓発活動に取り組むとともに

家庭・地域の教育関係機関、関係団体と密接な連携を図っていきます。 

今後も、伊賀市人権同和教育基本方針に基づいて、人権同和教育を推進していきます。 

(ｲ) 学校人権・同和教育部会の活動の充実 

学校人権・同和教育部会は教職員により構成される人権同和教育推進のための組織で、

授業交流会、部落問題を考える小・中学生の集い、教職員の研修事業など実践的な活動を

進めてきました。 

今後、研修内容が今日的課題や伊賀市の学校園における人権課題に沿ったものになるよ

う、教職員の意識調査結果を実施し、その充実に努めていきます。 
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(ｳ) 生命を尊重する教育の一環としての性教育の充実  

教育活動全体を通して、生命を尊重する豊かな心情を培い、個人の尊厳を重んじ、自分

も他人も大切にする児童・生徒の育成に努めます。性に関する適切な指導を行い、男女両

性の特性を理解し、相互を敬愛する精神を育みます。 

ウ キャリア教育の推進 

(ｱ) 職場見学や職場体験の実施 

これまでも中学校では連続する５日間の職場体験、小学校では職場見学(職場体験)を実

施してきました。 

今後は、その成果をふまえ系統的なカリキュラムを作成しするとともに、地域や企業と

連携し、受入事業所の拡大や体験プログラムの充実を図っていきます。 

(ｲ)キャリアフォーラムの開催 

キャリア教育フォーラムは、キャリア教育の理解を得るという視点から、企業や保護者、

教職員を対象に年間１回開催してきました。 

今後は、ワーク・ライフ・バランスといった仕事と生活の調和も考慮した内容のものも

検討していきます。 

(ｳ) ライフスキル教育プログラムの開発と実践 

ライフスキル教育プログラムについては、多くの中学校で取り組みが進んでいます。 

今後、ライオンズクラブ等の協力を得て、より多くの学校で実践されるよう連携を深め

ていきます。 

 

エ 地域に根ざした教育の推進 

(ｱ) 副読本「わたしたちの伊賀市」の作成 

これまでの取組としては、平成 17 年度以来５年ぶりに、副読本「わたしたちの伊賀市」

を改訂しました。 

今後は教科書の採択時期に合わせ、副読本の改訂を行い、子どもたちが、地域を学習す

る教材として活用していきます。 

(ｲ) ボランティア・ティーチャーの登録と活用 

ボランティア・ティーチャーは、伊賀市教育研究センターにおいて登録し、各校園へ紹

介するなどのその活用を、学校教育課において推進してきました。 

しかし、登録いただける人材と学校のニーズがうまく一致しないこともあり、有効に活

用されていません。今後、広報等を活用し幅広く呼びかけ様々な分野で活躍している方の

登録に努めていきます。 

 

  

 (ｳ) 学校支援ボランティア事業の推進 

留意する視点：生涯学習活動を地域貢献やまちづくりに活かす展開 

学校支援ボランティアについての取組については、学校との連携により公民館や地域が

ボランティア活動を調整し、学校教育活動を支援してきました。 
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今後、学校・家庭・地域の連携により、学校支援ボランティアのあり方などに留意し、

地域と学校をつないでいく事業として取組を推進します。 

 

オ ボランティア活動の推進 

(ｱ) ボランティア体験の実施 

ボランティア体験の実施については、総合的な学習の時間や特別活動の時間を活用し、

それぞれの学校において実施してきました。 

今後は、その活動が、地域貢献やまちづくりへの参画につながるような内容となるよう

関係機関との連携を深めていきます。 

 

カ 学社融合の推進 

 (ｱ) 地域で行う文化・スポーツ・ボランティア活動などを組み込んだ学校教育プログラム

の開発 

学校では、これまでも、芭蕉祭に向けて、芭蕉祭ポスターや絵手紙の製作・芭蕉翁献詠

俳句づくりなどを教育活動に取り入れてきました。 

今後、地域で行う文化・スポーツ・ボランティア活動へ、各校が積極的に参加できるよ

う、地域の学習素材の開発や体制づくりに努めます。 

 (ｲ) 学校と地域の協働による運動会や文化祭などの開催 

これまでも、各学校では地域の方々に運動会や文化祭への参加を促す取組みを進めてき

ました。 

また、年に一度、教職員が「伊賀市子どもサマーフェスティバル」を開催し、子どもた

ちに文化活動を通して創造性を育む場を提供してきました。参加者は１，０００人を越え

年々充実してきおります。今後、学校と地域が連携し多様な交流・学習の場を提供できる

よう地域との連携を深めていきます。 
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（３） 知識・教養の習得・向上 

公民館講座・教室は、市民が生涯学習活動に取り組むきっかけとなる入門的な役割を担って

います。また、市民ニーズや地域の特性に応じた内容の充実を図ってきました。 

後期計画の推進に向けて留意する視点を考慮し、『⑦生涯学習活動の場の拡充対策と既存施

設の利活用方策の検討』『⑨コミュニティ活動と生涯学習の連携による地域福祉にも資する生

涯学習活動の展開』『⑩柔軟に参加者を勧誘することができるようなサークル活動団体体制へ

の環境整備』について検討を深め事業の展開を図ります。 

 

ア 学習ニーズの把握 

(ｱ) 生涯学習に関する市民意識調査の実施 

生涯学習に関する市民意識調査は、平成 18(2006)年度の実施調査を考慮にいれつつ、平

成 22（2010）年度にニーズ調査を実施し、市民の学習ニーズの把握と今後の方向性につい

て検討を進めて来ました。 

今後、生涯学習に関する講座・教室等でのアンケート調査を行うとともに、調査結果の

情報提供などについても検討していきます。 

調査結果をもとにした市民ニーズ把握に努め、各施策や事業への反映に努めていきます。 

 

イ 公民館講座・教室などの充実 

(ｱ) 公民館講座・教室の開催 

留意する視点：生涯学習活動の場の拡充対策と既存施設の利活用方策の検討 

地区公民館において各種の講座・教室を開催してきました。 

今後は、地域公民館活動の活性化を図るとともに、ハイトピア伊賀を生涯学習の拠点と

して、地域の公民館が相互に連携し公民館活動を推進するよう検討していきます。 

また、参加者が減少気味の教室や講座については、参加しやすい開設をこころがけると

もに、住民のニーズに適合した新規教室の開拓に努めます。 

(ｲ) 生涯学習に関する講演会の開催 

生涯学習に関する各種講演会の開催を実施しましたが、今後もより多くの受講者の要望

に対応するために、各公民館との調整を図り、幅広い分野を対象とした講演会の実施に努

めます。 

 

(ｳ) 公民館講座・教室の開催日時などの見直し 

公民館講座・教室の内容、開催期間や開催時間の見直しを行ってきました。 

今後、公民館相互の事業調整、教室の紹介に努めるとともに、市民ニーズに合わせた講

座、教室の開催や自主活動への取組を検討します。 

また、地域に応じた事業を組み立てるために、運営体制の見直しを行うとともに、ハイ

トピア伊賀を情報、活動の拠点とした利活用を検討していきます。 

(ｴ) 外国語対応の講座・教室の開催 

公民館施設を利用して国際交流員による英会話教室や、伊賀市国際交流協会による外国

語基礎講座が開催されてきました。 
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今後、市民のニーズなどを勘案しつつ、外国語対応の講座・教室の開催について検討し

ていきます。 

(ｵ)  出前講座の開催 

   公民館を活用し、出前講座を開催してきました。 

   今後も継続していくことが重要であると考えるとともに、関係者以外の一般参加の促

進に努めていきます。 

(ｶ) 手話通訳者・要約筆記奉仕員の派遣 

留意する視点：コミュニティ活動と生涯学習の連携による地域福祉にも資する生涯学習活動の展開 

障がいのある人の社会参加を促進するため、積極的に手話通訳者、要約筆記者の派遣を

行い、コミュニケーション支援を実施してきました。 

今後も、毎年開催している「要約筆記体験講座」などの講座の開催を広く市民に周知し、

参加促進に努めていきます。 

また、体験講座参加者から一人でも多くの人が、手話通訳者や要約筆記奉仕員の養成講

座を受講し、将来の担い手を増やしていくよう啓発に努めていきます。 

(ｷ) 託児の実施 

留意する視点：コミュニティ活動と生涯学習の連携による地域福祉にも資する生涯学習活動の展開 

講座内容等による対象者の状況により市民大学講座や公民館講座の開催時に託児サー

ビスを実施しました。 

今後とも、事前申し込みの周知方法を検討するとともに、要望に応じた実施体制の整備

に努めていきます。 

 

ウ あらゆる提供主体との連携 

(ｱ) 大学や高校などとの連携による公開講座などの開発 

大学などと連携を図り、多様な学習機会の提供に努め産・学・官連携セミナーを開催し

てきました。 

今後も継続していくことが、重要であると考えますが、一般参加者が減少傾向にあるこ

とから、今後は、一般参加の促進に努めていきます。 

(ｲ) 企業の社内研修制度の地域開放の促進 

企業の社内研修制度の地域開放の実施に向け、企業訪問時に啓発を行い、本来の目的で

ある「より専門性の高い学習機会の提供」に向け、地域に開放できる研修制度がある企業

の把握に努め、地域開放を依頼していきます。 

 

 (ｳ) 企業が市民向けに開催する講座・教室、イベントに対する支援・協力 

上野商工会議所及び伊賀市商工会などの講座、セミナー、イベントへの支援・協力を進

めてきました。 

今後は、一般企業が市民向けに開催する講座などを把握するため、企業からの情報提供

の方法を検討していきます。 
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 (ｴ) 地域で学習機会の提供を行う組織・団体などとの連絡調整と支援 

留意する視点：柔軟に参加者を勧誘することができるようなサークル活動団体体制への環境整備 

地域で学習機会の提供を行う組織・団体などとの連絡調整と支援を進めてきました。 

今後とも、地域で学習機会の提供を行う組織・団体などとの連絡調整と支援を継続して

いきます。 

 (ｵ) 民間事業者との協働 

これまで、様々な学習機会に関する情報提供の充実を図ってきました。 

市内の民間事業者が提供する生涯学習の機会に関する情報を集めニーズに合わせた情

報提供の充実に努めるとともに、ハイトピア伊賀を活用した学習機会の提供の推進を図り

ます。 

 (ｶ) 様々な学習機会に関する情報提供の充実 

これまでと同様に今後も、様々な学習機会に関する情報提供の手段など考慮し、充実に

努めます。 

 

エ 「伊賀市民大学」の設立 

 (ｱ) 単位制生涯学習システムの開発・整備についての検討 

大学との連携により伊賀市民大学講座を開催してきました。 

今後は、ハイトピア伊賀を活用し、大学や高等学校、民間団体とも協力して高度な学習

機会を提供するとともに、単位制生涯学習システムの開発、整備について検討を進めます。 
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（４） 職業能力の向上 

生涯学習を通じて自らの職業能力を高め、新しい技術や知識を習得していくための学習機会

の有効な情報を求める人びとが増えていることから、学習ニーズに対応するため、職業能力の

向上に関する各種講座やセミナーの開催や職業能力向上のための学習機会の充実に努めてきま

した。小・中学生には職場体験などにより、地場産業などに対する関心と理解を深める事業を

行ってきました。 

後期計画の推進に向けて留意する視点を考慮し、『⑤余暇消費の場となるようワーク・ライ

フ・バランスの一助となる生涯学習』『⑨コミュニティ活動と生涯学習の連携による地域福祉

にも資する生涯学習活動の展開』『③ 世代間交流などの活動と生涯学習活動の連携による社

会教育実践の場としての活動展開』について検討を深め、以下の事業内容展開を図ります。 

ア 職業能力向上のための学習機会の充実 

(ｱ) 県や大学、関係機関などが行う職業教育プログラムや職業教育に関する講座などの情報

提供 

広報いが市やホームページによる情報提供を実施してきましたが、今後も、広報やホー

ムページで情報提供を行っていきます。 

 (ｲ) 民間事業者提供の職業教育に対する利用促進支援事業の実施 

職業技術や知識の取得などの学習会を開催してきましたが、今後はさらに、民間事業者

提供の講座の把握に努めます。 

 

イ 職業体験の機会充実 

(ｱ) インターンシップ事業の推進 

これまでは、インターンシップ制度の周知に取り組んできました。しかし、実施期間や

安全面から、製造業では実際に作業させられず、その事業所の仕事内容が伝えられません

でした。今後は、学校で学んでいるコースでの体験ができないなどの状況に配慮し、多様

な業種に対応できるよう、より多くの事業所への協力依頼に努めていきます。 

(ｲ) 短期職場訓練事業の推進 

ハローワーク伊賀と連携し、制度の周知を図ってきました。 

今後は、広報やホームページで情報提供を行っていきます。 

 (ｳ) 各種職業体験事業の推進 

農林業への関心と理解を深める体験事業を進めてきました。 

今後、多様な業種に対応できるよう、商工団体などと協力し、より多くの事業所に協力

を依頼していきます。 

ウ 企業などにおける人材育成の促進 

(ｱ) 企業などに対する啓発活動の推進 

留意する視点：余暇消費の場となるようワーク・ライフ・バランスの一助となる生涯学習 

勤労者の学習活動を支援するため、企業に対しワーク・ライフ・バランスの取組を促進

してきましたがこの取組が市内のすべての企業に実施されるよう、今後も広報やホームペ

ージで情報提供を行っていきます。 
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（５） スポーツ・レクリエーションの推進 

ア スポーツ・レクリエーションに親しむ意識の啓発 

(ｱ) 広報やケーブルテレビなどを活用した広報・啓発活動の推進 

広報やケーブルテレビなどを活用した広報・啓発活動の推進は、各種大会参加者募集な

どの周知対策を進めてきました。 

今後とも、事業を継続的な実施に努めていきます。 

イ スポーツ・レクリエーションに親しむ機会の提供 

(ｱ) スポーツ教室・講座の開催 

各種スポーツ教室を開催してきましたが、今後も、市民ニーズの高い教室の開催に努め

ます。 

(ｲ) スポーツ・レクリエーションイベントや大会の開催 

市民参加型の大会を開催してきましたが、今後は、市民スポーツフェスティバルの開催

期日と開催種目の検討を行い、参加者の拡大に努めます。 

(ｳ) 高齢者・障がいのある人向けのプログラムの充実 

留意する視点：コミュニティ活動と生涯学習の連携による地域福祉にも資する生涯学習活動の展開 

高齢者・障がいのある人向けのプログラムの充実対策としては、子どもから高齢者に至

るまで、だれもが参加できる教室を開催してきました。 

また、障がい者団体が主催するスポーツ大会の開催に向けた支援を行い、障がいのある

人のスポーツ活動への参加を進めてきました。 

今後は、障害のあるなしにかかわらず、だれもが一緒になって楽しめるプログラムなど

も検討していきます。 

(ｴ) 教室・講座やイベント、大会へ参加するための交通手段の確保 

伊賀上野シティマラソンにおいては、開催のためにシャトルバスの運行を実施していま

す。 

しかし、シャトルバスは、運行台数が限られていること、参加者の乗降時間が集中して

いることなどの課題が見られ、今後、利用者の実態などを考慮したシャトルバスの運行計

画を行うとともに、各種事業へのシャトルバスの活用を検討していきます。 

 

ウ スポーツ・レクリエーションに関わる団体の育成と人材の養成 

(ｱ) スポーツ推進委員や種目指導者の資質向上 

留意する視点：コミュニティ活動と生涯学習の連携による地域福祉にも資する生涯学習活動の展開 

スポーツ・レクリエーションに関わる人材の養成のための研修会を実施してきました。 

今後、研修会の重要性の啓発を継続して強化していきます。 

また、障がいのある人に対するスポーツ指導者などで構成する組織を結成し、要請に応

じて派遣できる体制整備に努めます。 

(ｲ) 体育協会やスポーツ少年団、レクリエーション協会の育成・支援 
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体育協会やスポーツ少年団、レクリエーション協会の育成・支援を目的に、各組織の自

主運営に向けた支援を実施してきました。 

今後とも、各種活動団体に対し、多面的な意味での自立を支援していきます。 

(ｳ) 各種講習会・研修会の開催 

スポーツに関する各種講習会・研修会を実施し、スポーツ推進委員並びに種目指導者の

資質の向上に努めてきました。 

今後とも、研修会の重要性を啓発し、事業の継続・強化を進めていきます。 

 

エ 地域スポーツの振興 

(ｱ) スポーツ推進委員の設置 

地域のスポーツ振興のために、スポーツ推進委員の委嘱を行ってきました。 

今後、スポーツ推進委員が中心となって、地域ブロック別の、事業の推進を図っていき

ます。 

(ｲ) 総合型地域スポーツクラブの設立・運動支援 

地域の多様なスポーツ活動を推進するため、総合型地域スポーツクラブの設立・活動支

援を実施してきました。 

今後の課題として、総合型地域スポーツクラブの運営に向け、連絡協議会開催による情

報交換を図るとともに、県広域スポーツセンターの活用などにより、健全な自主運営が行

われるよう支援に努めます。 

 

オ 競技スポーツの振興 

(ｱ) 総合型地域スポーツクラブと運動部との連携 

これまで総合型地域スポーツクラブと中学校運動部が連携し、部活動の指導普及に努め

てきました。 

今後、更に相互の連携調整を行い、競技スポーツの振興に努めます。 

(ｲ) 体育協会やスポーツ少年団などの指導者による中学校運動部の指導 

体育協会やスポーツ少年団などの指導者、中学校運動部で連携し、その実践に努め、競

技力向上につなげてきました。 

今後とも、体育協会やスポーツ少年団などの指導者と中学校との連携の推進に努めます。 

(ｳ) 学校の枠を越えた部活動の協力・連携の促進 

留意する視点：世代間交流などの活動と生涯学習活動の連携による社会教育実践の場としての活動展開 

学校の枠を越えた部活動の協力・連携の促進については、校区再編や少子化に伴い、部

活動の交流を進めてきました。 

また、ジュニア世代による学校枠を越えたスポーツ活動を推進しています。 

今後、こうした事業を実施していくために課題として、部員が合同練習を行う会場への

移動手段の確保があげられることから、バス借上料などの予算組、土日や祝日における保

護者の協力を仰ぐなど、部員輸送の手段について検討し、各地の団体間の連携に努めてい

きます。 
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(ｴ) なでしこリーグ参加チームを中心とした女子サッカー大会の開催 

女子サッカーの競技人口の拡大と競技力向上のために、忍びの里レディーストーナメン

トサッカー大会を開催してきました。 

今後、競技場の整備を実施し、来場者への利便性の向上に努めます。 

また、大会開催情報の広報については、より有効な手段を検討します。 

(ｵ) 実技講習会の実施 

実技講習会を実施することで、スポーツに親しむ機会の提供と競技力の向上及び競技人

口の拡大を図ってきました。今後は、より高いニーズの種目の選定し、実技講習会の実施

に努めていきます。 
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（６） 健康づくりの推進 

本市では、全国に先駆けて「伊賀市健康づくり推進条例」を制定し、「伊賀市健康 21 計画」

に基づき、健康教育や健康相談など、健康づくり推進事業の展開を図っています。 

「人が健康、まちも健康、～誰もが、いつまでも住み続けたいまち・伊賀～」をテーマに

市民一人ひとりが健康づくりの必要性について認識を深め、日常生活のなかで自らに合った健

康づくりを取り入れ、続けていけるよう取り組みを進めてきました。 

今後とも、こうしたテーマに沿って市民の健康づくりに向けた各種の事業内容を継続して実

施していきます。 

 

ア 健康づくりに関する意識の啓発 

(ｱ) 広報やケーブルテレビなどを活用した健康づくりに関する広報・啓発活動の推進 

これまで、広報いが市やケーブルテレビなどを活用した健康づくりに関する広報・啓発

活動を推進しました。 

課題としては、転入や新所帯で広報の配布されない家庭、高齢者などを中心にホームペ

ージを見ない市民、市の広報も見ない住民もいることなどから、意識啓発に向けた広報の

あり方が問題です。 

今後の対策としては、各種事業(健康相談、出前講座、検診など）の機会にも健康情報

を提供できる場づくりを検討していきます。 

 (ｲ) 健康相談の実施 

これまで、健康相談や乳幼児相談を実施してきました。 

課題としては、来所者が固定化し、新規ケースが停滞していることがあげられます。 

赤ちゃん訪問などは、原則全戸訪問を目指していますが、連絡がつかず訪問できない児

がいます。 

今後は、周知方法の見直しや受けやすい健康相談の体制づくりを検討します。 

また、赤ちゃん訪問などで事業の紹介、随時来所者や電話での相談へ対応に向け、関係

機関との連携強化に努めます。 

さらに、連絡のつかないケースについても直接訪問など、母子の顔を見られるように何

度か試みるなど根気よく事業を推進していくこととします。 

 (ｳ) 健康づくりに関する行事の開催 

健康づくりに関する講演会などの行事を開催してきましたが、今後も、健康への取組要

望は高いため、継続実施します。 

 

イ 健康づくりに関する知識の普及と実践の促進 

(ｱ) 健康教育・食育の推進 

健康教育・食育を推進するための健康教室を開催してきました。 

また、保育所(園)において、親子で食の楽しさや大切さを学ぶ体験活動を推進してきた

ほか、健康の維持増進と食育の推進に努めてきました。 
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今後の対策としては、健康に関する正しい情報の提供など市内全体における啓発の機会

を提供するために、親子参加による教室開催時など、集中して情報が得られるようポイン

トを絞った健康教育の実施を検討していきます。 

また、学校における健康、食育については、児童生徒への個別的な相談指導の充実に努

めるとともに、家庭や地域との連携をさらに進めていきます。 

このほか、学校における栄養教諭の効果的な活用や、保育所(園)での衛生面に留意し、

子ども達が食に関わる機会の増加を検討します。 

 (ｲ) 健康教室の開催 

アンチエイジング教室の開催、学校と協力しいのちと性の教育を行いました。 

今後の対策としては特定保健指導対象者の参加につなげるため周知方法や広報方法を

工夫、生活習慣病予防のため、今後も運動施設などを有効利用できる事業の実施に努めま

す。 

乳児教室、離乳食教室、産後ママのリフレッシュタイムなどの支援については、内容や

対象者、広報内容を検討します。 

このほか、思春期教室、親子教室、ウエルカムベビー（両親学級）などについては、個々

の事業内容に応じて、参加促進に努めていきます。 

また、こころの健康づくりの研修会など継続的な事業実施を行うと共に、メンタルヘル

スに関する実態の把握に努めます。 

 (ｳ) 青山保健センターや島ヶ原「まめの館」の利用促進 

これまで、生活習慣病予防の運動療法や保健指導などの場として青山保健センターや島

ヶ原「まめの館」の利用を促進してきました。 

青山保健センターや島ヶ原「まめの館」で開催するフェスティバルなどの参加者は、施

設の継続利用にはつながりにくくなっている状況などを考慮し、広報や各種事業を通じ啓

発に努めるとともに、各種の保健活動において活用の促進を図ります。 

 (ｴ) 忍にん体操普及事業の推進 

これまで、忍にん体操普及事業の推進に努めてきました。結果、教室後、忍にん体操普

及会に入会し継続している人が沢山います。また普及会に対し指導の依頼やＣＤやビデオ

の貸出しの依頼もあります。 

こうした状況を勘案し、今後も継続し、養成講座を行うとともに、忍にん体操普及会に

よる普及活動のＰＲに努めます。 

 

ウ 地域に密着した健康づくりの促進 

(ｱ) 健康づくりに取り組む組織・団体のネットワーク化 

健康づくり推進委員（健康の駅長）の広報を作成、配布などを通し、健康づくりに取り

組む組織・団体のネットワーク化を推進してきました。 

今後は、健康づくりに取り組む組織、団体との協議、会議など、連携調整を充実させな

どの取組に努めていきます。 

(ｲ) 健康づくり推進員の養成 
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これまで、健康づくりに取り組む組織・団体のネットワーク化を推進するとともに、健

康づくり推進員の養成に努めてきました。 

今後とも、健康の駅長会と連携を続け、健康づくり推進委員養成講座を実施するととも

に、今後も健康に関する講座などの案内を行います。 
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（７） 図書館活動の充実 

本市では、図書館、各地区の公民館に併設されている図書室や各小・中学校において、読書

活動の充実を図ってきました。 

また、ボランティアの協力により、おはなしの会・絵本の会などを開催し、すべての市民が

読書に親しむための環境づくりを進めてきました。今後、市民にとって身近な図書館・図書室

のあり方を検討していくとともに、後期計画の推進に向けて留意する視点を考慮し、『②生涯

学習活動を地域貢献やまちづくりに活かす展開』『⑥地域間の連携による生涯学習活動体系の

確立』について検討を深め、以下の事業内容展開を図ります。 

 

ア 図書館・図書室の利用拡大 

(ｱ) 広報誌やインターネットなどの活用による図書館案内・新刊案内の充実 

これまでの取り組みとしては、毎月市広報掲載の図書館だよりによる新刊図書の紹介や行

事案内、また、インターネットによる蔵書検索システムや新刊案内の充実を図ってきまし

た。 

今後も、市広報、インターネット、行政チャンネルなどを活用し、図書館行事や新刊案

内をよりわかりやすく発信するための取組に努めます。 

(ｲ) 展示コーナーの有効活用 

上野図書館２階展示コーナーを活用し、伊賀に関連する図書資料の展示を行ってきまし

た。 

限られたスペースを有効利用し、今後も関心の持てる企画展示の実施に努めます。 

(ｳ) イベントの開催 

これまで図書館・公民館図書室では、毎月定期的に読み聞かせ会を開催してきました。

また、読み聞かせボランティアとの連携も図ってきました。 

今後は、各地域の特色に応じた読書啓発を行うために、図書の充実に努めます。 

また、イベント開催の周知方法の見直しを行うほか、読み聞かせボランティアを対象とし

た研修会の開催に努めます。 

 

イ 図書・資料の充実 

(ｱ) 図書購入事業の推進 

図書館・公民館図書室では、図書購入を行うとともに、学校では、児童生徒のニーズに

合った図書の購入に努めています。 

今後も、市民や児童の・生徒のニーズに合った図書の充実に努めていきます。 

児童図書の購入また、新刊図書のＰＲについては、「図書だより」の発行や図書室での

新刊図書コーナーなどにより、広く住民の方に周知し、利用者が利用しやすい方法を推進

していきます。 

図書情報システムの未整備公民館図書室についての早期実現を図ります。また、子ども

読書活動推進事業にあった図書購入の推進を図ります。 

 (ｲ) 資料収集計画の作成  
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購入や寄贈などにより、市民のニーズを反映した様々な分野の資料の収集に努めてきま

した。 

今後も、市民の需要に答えるため資料の収集に努め、図書の充実を図ります。 

 
 

ウ 図書サービスの向上 

(ｱ) 図書館ネットワーク構築事業の推進 

留意する視点：地域間の連携による生涯学習活動体系の確立 

図書館ネットワーク構築事業の推進に向け、図書館情報システムの整備を順次進めてき

ました。 

今後、図書館情報システムの更新時期に合わせて、未接続施設とのシステムの接続実施

に努めます。また、可能な範囲での図書配送サービスの早期実施を検討していきます。 

公民館図書室の施設拡張整備の推進に向けた検討を行っていきます。 

(ｲ) インターネットを活用した図書検索システムの充実 

留意する視点：地域間の連携による生涯学習活動体系の確立 

図書館及び公民館図書室では、図書館情報システムが接続され、インターネットにより

各館（室）の蔵書が検索できる図書検索システムを整備しました。 

今後、未接続施設について図書館情報システムの整備を図り、すべての図書館(室)の蔵

書が検索できるよう努めます。 

(ｳ) 団体貸出しの実施 

上野図書館では、小中学校・幼稚園・保育所等を対象とした団体貸出しを実施してきま

した。 

今後も、学校などへの団体貸出しを行い、子どもたちの読書習慣の高揚を促進します。 

(ｴ) リクエスト・予約制度の整備 

上野図書館・公民館図書室では、リクエスト・予約制度の充実に努めてきました。 

今後は、伊賀市図書館情報システムで一元管理を図る仕組み作りを検討していくととも

に、利用者のニーズに合わせた効率的な図書購入に努めます。 

(ｵ) 図書に関する相談機能の充実 

利用者の調査･研究･相談などに応じるため、目録･索引などを整備し、検索機能を高め、

図書館資料の紹介や提供に努めました。 

今後は、参考図書の充実と参考相談技能の向上に努めます。 

 

 

エ 読書習慣の普及 

(ｱ) 読書感想文コンクールの実施 

上野図書館では、毎年読書感想文コンクールを実施し、読書の普及に努めてきました。 

今後も、より多くの応募を促進するために、読書感想文コンクールについて、市民に広

く啓発をします。 

 (ｲ) 「伊賀市子ども読書活動推進計画」の策定 
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「伊賀市子ども読書活動推進計画」に沿って、計画事業は 19(2007)年度に策定しました。 

今後は、子どもを取り巻く読書環境や、子どもの読書に対する意識や現状を調査するた

め、アンケート調査の実施を検討します。 

(ｳ) おはなしの会・絵本の会の開催 

上野図書館、地区公民館において、読み聞かせ会を実施してきました。 

今後、アンケートなどにより参加者のニーズを把握するとともに、案内用チラシの配布

やポスター掲示の箇所を拡大、研修会などの開催により事業の普及に努めます。 
 

(ｴ) 図書室ボランティア事業の推進 

留意する視点：生涯学習活動を地域貢献やまちづくりに活かす展開 

ボランティア主催で行われる読み聞かせ会を実施し、市民ボランティアとの連携を進め

てきました。 

今後、読み聞かせボランティアの研修会や講習会の開催を促進するとともに、各校にお

ける伊賀市子ども読書活動推進計画の周知徹底努めます。 

また、子ども読書活動支援員の巡回により、特にブックトークなどの実践に努めます。 
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２ 交流による豊かな人間関係づくり 

（１） サークル・団体の活動支援  

本市では、数多くの生涯学習のサークルが組織単位で連携・協力しつつ、自主的に活動を進

めています。社会体育関連でも、各種のスポーツサークル・団体などがそれぞれの活動を行っ

ています。こうした状況の中で、支援の地域格差の解消と、地域の指向の両面に配慮しつつ、

全市的にサークル・団体間の交流・連携を進めてきました。 

後期計画の推進に向けて留意する視点を考慮し、『⑥地域間の連携による生涯学習活動体系

の確立』について検討を深め、以下の事業内容展開を図ります。 

ア サークル・団体に対する支援の公平化 

(ｱ) 生涯学習施設の使用料の見直し 

これまで、施設使用料の見直しや料金体系の見直しを行ってきました。 

今後とも市民の理解を得るとともに、利用者負担の原則により幅広く市民の利用の拡大

を図ります。 

 

イ サークル・団体間の連携支援 

(ｱ) 市全域にわたる組織づくりの促進 

留意する視点：地域間の連携による生涯学習活動体系の確立 

市全域にわたる組織づくりの促進に関する取組としては、小中学校区に総合型地域スポ

ーツクラブを設立してきました。 

今後、情報交換のための連絡協議会を開催するとともに、平成 22（2010)年度に設置さ

れた「みえ広域スポーツセンター」の活用促進について検討していきます。 

(ｲ) サークル・団体に関するホームページの開設 

伊賀市ホームページにサークル・団体の情報を掲載した地区公民館では、サークル加入

への問い合わせが増加しています。 

今後、各サークルや団体の活動概要などについて、ホームページの掲載を促し、情報の

提供に努めます。 

また、公民館担当者による、ホームページ作成についての研修など、技術の向上に向け

た取組に努めていきます。 

(ｳ) サークル・団体に関する情報紙の発行 

各公民館では公民館で行うサークルの情報を提供してきたほか、体育協会では、スポー

ツ忍を発行してきました。 

今後は、募集案内など案内チラシについて、来館者の見やすいところに設置するほか、 

公民館サークルなど市民活動の情報を提供するためメディアなどの有効活用を推進し

ます。 

また、サークル・団体に対し、アンケート調査などを通し、サークル活動の状況を把握

に努めていきます。 
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（２） 多文化共生の推進 

多文化が共生し、また世界に開かれた国際性あふれる伊賀市を実現するために、外国人住民

と日本人の住民が交流を通じて相互に理解を深め合い共生する社会を構築していくために国際

交流員の配置や国際交流フェスタなどの事業に取り組んできました。 

今後も、国籍や文化の違いを超えた多文化共生社会の実現を目指していきます。 

 

ア 国際理解の推進 

(ｱ) 外国人住民への生涯学習活動の周知 

  外国人住民に対して生涯学習の必要性を生活相談や外国語版情報誌等を通じて、広く理

解を求めるとともに、生涯学習活動を推進する必要があり、外国語版情報誌に、生涯学

習に関する情報（啓発や活動情報）を掲載します。 

 (ｲ) 外国人住民と日本人住民との交流事業の推進 

外国人住民と日本人住民との交流事業の推進としては、伊賀市国際交流フェスタ 2010

を実施しました。 

今後、市内の諸団体や他市の協会との連携した啓発イベントの実施を検討し、様々な角

度から国際交流、多文化共生を啓発できるイベントの実施に努めていきます。 

(ｳ) 国際交流活動支援事業の推進 

国際交流活動に取り組む団体の活動情報を市民に発信してきました。 

今後も市が支援する国際交流活動に取り組む団体の活動を発信し、更なる市民啓発に努

めていきます。 

 

イ 多文化共生に向けた各種団体の活動支援 

(ｱ) 国際交流協会事業の推進 

伊賀市国際交流協会へ補助金を交付するとともに、同協会が行う活動に対しての支援及

び協力を行ってきました。 

今後は、国際交流から多文化共生社会構築へ時代が変わっていく中、協会への委託や共

働での事業展開など多様な主体による事業推進に努めていきます。 
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（３） 世代間交流の推進 

本市では、地域の祭りや伝統行事の開催、教育や福祉を通じた交流など、さまざまな機会を

通じて世代間の交流を進めてきました。 

各世代の市民が相互理解を深め、日頃から助け合えるまちづくりをめざし世代間交流の場づ

くりを進め、地域内での世代間のつながりは希薄化などの問題を解消していくために、子ども

の心を育み、高齢者などの生きがいを生み出していく生涯学習活動を促進していくことが重

要です。 

後期計画の推進に向けて留意する視点を考慮し、『③世代間交流などの活動と生涯学習活動

の連携による社会教育実践の場としての活動展開』について検討を深め、以下の事業内容展開

を図ります。 

 

ア 祭りや行事を通じた世代間交流の推進 

(ｱ) 祭りや行事の世代間交流の推進 

留意する視点：世代間交流などの活動と生涯学習活動の連携による社会教育実践の場としての活動展開 

地域に伝わる祭りや行事の支援を行ってきましたが、今後も、継続して事業の実施に努

めるとともに、より積極的に世代間交流などの活動場として活動の展開促進に努めます。 

 

イ 子どもと地域住民の交流の場づくり 

(ｱ) つどいの広場、子育てサロンの開設 

子育て支援センターでは、子どもを持つ親とその子どもが気軽に集い交流を図る事業と

して、つどいの広場や子育てサロンを実施してきました。 

今後は、育児の悩みなどが少しでも軽減できるような充実した子育て支援センターに向

け、地域住民の力を活用し、地域で子どもを育てられるように取り組んでいきます。 

(ｲ) 放課後子ども教室への地域住民の参加・協力の促進 

放課後子ども教室への地域住民の参加・協力を促進してきました。 

今後、放課後子ども教室の設置に向けて教室側の問題を解決するために、学校や地域と

の協議に努めていきます。 

(ｳ) 保育所（園）、幼稚園、小・中学校の各種行事への高齢者の招待の推進 

留意する視点：世代間交流などの活動と生涯学習活動の連携による社会教育実践の場としての活動展開 

保育所（園）において交流事業を実施するとともに、保育所（園）において随時訪問事

業を実施しました。 

学校では、様々な経験や技術を持つ人を講師に招いたり、文化行事等に招待状を出すな

ど世代を超えた交流活動を実施してきました。 

今後さらに交流を推進していくには、交通手段の確保などお互いが行き来しやすいよう

な条件を整備していくことが必要となってきます。 

(ｴ) 高齢者サロンへの子どもの参加の促進 

留意する視点：世代間交流などの活動と生涯学習活動の連携による社会教育実践の場としての活動展開 

高齢者サロンへの子どもの参加の促進については、幼稚園児と高齢者との世代間交流を

促進してきました。 
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今後は、交流の範囲を園外への拡大をも視野に入れた取組に努めていきます。 



- 58 - 

３ 地域力を活かしたまちづくり 

（１） 地域の教育力の向上  

本市では、「伊賀市子ども健全育成条例」を定め、家庭、学校、地域における子どもの健全

育成活動を推進しています。 

また、各地域で行われている郷土学習や体験活動もその一つです。 

このほか、地域で子育て家庭を支援するため、子育てサポーターの養成やファミリー・サポ

ート・センターの設置など、人材や組織の育成・支援を進めてきました。 

本施策においては、後期計画の推進に向けて留意する視点を考慮し、『①ライフスタイルに

配慮した生涯学習活動の展開』について検討を深め、以下の事業内容展開を図ります。 

 

ア 子育て支援の人材育成とネットワークづくり 

(ｱ) 子育てサポーターの養成・研修の推進 

子育てサポーターに対して、研修会に参加するよう呼びかけを実施してきました。 

今後も広報誌により子育てサポーターへ周知し、より多くの会員に参加を促します。 

(ｲ) ファミリー・サポート・センター事業の推進 

ファミリー・サポート・センター事業を伊賀市社会福祉協議会に委託し、住民同士の子

育て支援活動の推進を行うとともに会員の資質向上を行うため、講習会を開催してきまし

た。 

今後も、依頼会員・協力会員・両方会員各々の会員数を増やすため、広報などで周知に

努めていきます。 

 (ｳ) 民生・児童委員、主任児童委員の資質向上 

健康で豊かな児童を育むための地域子育て支援活動や見守り活動、研修などを実施して

きました。 

今後は、民生委員・児童委員への理解を促進し、各種相談機関や教育機関との連携によ

る、地域の子育てのサポート役として活動しやすい環境づくりを検討します。 

 

イ 子育て支援サークルの育成・支援 

(ｱ) 子育て支援サークルの育成・支援 

子育て支援サークルは、これまでの取り組みの結果、サークル数は増えつつあり、各地

区の子育て支援センターも子育てサークルと関わっています。拠点となる子育て支援セン

ターをハイトピア伊賀に設置し、今まで見えにくかった横の連携を密にし、拠点となるセ

ンターを中心にお互いが支えあい、情報を共有し、支援センターやサークルが切磋琢磨し

ながらともに成長できていくよう努めます。 

ウ 子どもの活動を支援する人材及び団体への支援 

 (ｱ) ジュニアリーダーの育成・活用 

スポーツ少年団リーダー会の育成に努めてきました。 

今後、人材確保のため、すべての少年団に対し啓発の強化に努めます。 

 (ｲ) 子どもの育成団体に対する支援 
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公民館では、各地区青少年育成市民会議をはじめ地域の子どもの育成団体に対し支援を

行ってきました。 

また、スポーツ少年団の育成・活動支援に努めてきました。 

今後は、スポーツ少年団の育成・活動支援を推進するとともに、各地区青少年育成市民

会議が、よりよい形で機能できるよう支援に努め、青少年健全育成に寄与できるよう啓発

していきます。 

また、地域活動による子ども育成団体への支援のあり方について検討します。 

 

エ 放課後の子どもの居場所づくりの推進 

(ｱ) 「放課後子どもプラン」の策定 

留意する視点：ライフスタイルに配慮した生涯学習活動の展開 

これまでの取組としては、「放課後子どもプラン」を策定し、放課後の子どもの居場所

づくりの推進に努めてきました。今後とも、「放課後子どもプラン」に基づいて、事業を

進めていきます。 

(ｲ) 放課後子ども教室の設置 

留意する視点：ライフスタイルに配慮した生涯学習活動の展開 

放課後子ども教室の設置事業としては、放課後子ども教室の設置に努めてきました。 

今後の取組としては、子ども教室のＰＲを行うとともに、設置に向けて学校や地域との

協議を行っていきます。 

(ｳ) 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の実施 

留意する視点：ライフスタイルに配慮した生涯学習活動の展開 

放課後における児童の健全な育成を支援するため、放課後児童クラブを実施してきまし

た。 

今後、放課後児童クラブの活動の充実を図るとともに、待機児童がないように放課後児

童クラブ設置数を検討していきます。 

 

オ 親子で参加できる体験活動の推進 

(ｱ) 親子で参加できる講座・教室、イベントの開催 

留意する視点：ライフスタイルに配慮した生涯学習活動の展開 

親子で参加できる講座・教室、イベントの開催については、保育所(園）・地域子育て支

援センター・児童館の各種事業、青少年健全育成推進大会において、親子で参加できる内

容を企画、実施するとともに、各地区公民館においても親子による体験活動を実施しまし

た。 

今後の対策として、各種団体と協働し、大きな活動に取り組めるよう保護者も主体的に

参画できる事業のあり方を検討するとともに、応募者が少ない事業などについて、参加者

のニーズを取り入れた事業内容の充実に努めます。また、あらゆる機会をとらえて情報発

信を行ない、参加を推進していきます。 
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 (ｲ) 子どもセンター情報紙の発行 

これまでに、子どもセンター情報紙を発行してきました。 

今後とも、子どもセンター情報誌の内容の充実と発行の継続を行います。 

 

カ 地域をフィールドとした体験学習・体験活動の推進 

(ｱ) 週末チャレンジ教室の実施 

留意する視点：ライフスタイルに配慮した生涯学習活動の展開 

地区公民館で自然体験型教室を実施してきました。 

今後、人気のある体験学習・体験活動の継続的取組に努めるとともに、体験型教室の参

加層の拡充に向けた検討を行っていきます。 

また、各公民館で特徴ある事業や活動の情報を共有し、連携した事業運営体制構築に努

めていきます。 
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（２） 青少年がいきいきと成長する地域づくり  

本市ではこれまで、青少年のさまざまな課題に対応するため、学校や地域を中心に多様な取

り組みを進めてきました。 

また、次代を担う青少年が社会的に自立できるよう、学校と地域が連携した職業体験や進路

指導の充実、社会参加の促進などを進めています。 

今後、後期計画の推進に向けて留意する視点から、『③世代間交流などの活動と生涯学習活

動の連携による社会教育実践の場としての活動展開』について検討を深め、以下の事業内容展

開を図ります。 

 

ア 中学生、高校生の居場所づくり 

(ｱ) 中学生、高校生の居場所づくりの推進 

中学生、高校生の居場所づくりは、社会体育施設開放事業によりスポーツ団体やグルー

プによる体育施設の利用が行われてきました。 

今後、社会体育施設の開放事業とともに、ハイトピア伊賀の利用推進を行うなど、中学

生、高校生の居場所づくりの推進に努めていきます。 

 

イ 家庭に対する関心の喚起 

(ｱ) 中学生・高校生の保育所（園）、幼稚園などへの訪問学習の推進 

留意する視点：世代間交流などの活動と生涯学習活動の連携による社会教育実践の場としての活動展開 

中学生・高校生の保育所（園）、幼稚園などへの訪問学習の推進については、中学校家

庭科で保育体験学習を実施してきました。 

今後、体験活動時のみの取組にならないよう、日常的な交流ができるよう取り組んでい

きます。 

 

ウ 若者の自立支援 

(ｱ) キャリア教育の推進 

児童生徒一人ひとりの勤労観、職業観を育て、自立意識を高めるために、小学校段階か

らの教育活動全体を通じた組織的・継続的な取組みを推進していきます。職場体験学習や

職場見学の実施、ライフスキル教育の実践など、多様な学習機会を提供していきます。 

 

エ 青少年の非行や犯罪の防止 

 (ｱ) 青少年健全育成大会などの開催 

青少年健全育成大会などの開催については、青少年健全育成推進大会を開催しました。 

今後、開催時期や、より親子で参加できる内容について検討していきます。 

 

  

 

(ｲ)  伊賀市青少年育成市民連絡会議の育成・支援 
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伊賀市青少年育成市民連絡会議の育成・支援については、伊賀市青少年育成市民連絡

会議の育成・支援に努めてきました。 

今後、継続事業について、内容周知方法などを検討し、団体の育成、支援について協

議していきます。 
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（３） 福祉教育の推進 

本市では、地域福祉を推進するための方針を定めた「伊賀市地域福祉計画」に基づき、福祉

のまちづくりの実現に取り組んできました。 

今後とも、地域福祉の考え方や、各推進主体の役割について情報提供に努め、市民の福祉意

識を高めるため、地域福祉を担う人材の育成・支援に努めていきます。 

こうした考え方を基本として、本施策においては、後期計画の推進に向けて留意する視点を

考慮し、『⑨コミュニティ活動と生涯学習の連携による地域福祉にも資する生涯学習活動の展

開』について検討を深め、以下の事業内容展開を図ります。 

 

ア 福祉意識の向上 

(ｱ) 「伊賀市地域福祉計画」の住民自治協議会単位での出前説明会の開催 

留意する視点：コミュニティ活動と生涯学習の連携による地域福祉にも資する生涯学習活動の展開 

「伊賀市地域福祉計画」の住民自治協議会単位での出前説明会の開催については、地域

福祉の重要性など各地域や団体への啓発として説明会を実施してきました。 

今後も、住民自治活動の地域まちづくり計画に地域福祉計画の具体的な活動内容が反映

されるよう、地域福祉計画の周知に努めます。その中で例えば障がいや認知症を「特別な

もの」と考えるのではなく、ともに生きる「地域の一員」として理解し支えあえるよう地

域住民に対し正しい知識を持ってもらえるような福祉教育の実践啓発に努めます。 

 

 (ｲ) 学校教育及び生涯学習と連携した福祉教育の実践 

留意する視点：コミュニティ活動と生涯学習の連携による地域福祉にも資する生涯学習活動の展開 

学校教育及び生涯学習と連携した福祉教育の実践については、担当課が連携し、福祉に

対する学びを行ってきました。 

今後も、学校教育、生涯学習、地域の公民館活動を通じ、住民の福祉意識を高めること

ができるよう継続して次世代を担う子どもたちや地域福祉教育を学習できる機会を提供

します。 

 

イ 地域福祉教育推進プラットフォームの創設 

(ｱ) 地域福祉教育推進プラットフォームの創設 

留意する視点：コミュニティ活動と生涯学習の連携による地域福祉にも資する生涯学習活動の展開 

地域福祉教育推進プラットフォームの創設については、第１次伊賀市地域福祉計画の推

進テーマ別部会として地域福祉教育推進プラットフォーム検討部会を立上げ、住民などに

よる地域課題や問題への関心の共有化を動機づける手法や、意識向上、地域福祉推進への

主体的参加の促進に関する検討を進めてきました。 

今後、地域を基盤とした福祉教育を進めるため、関係者が協働し学習内容や学びの機会

を考える仕組みづくりに努めていきます。 

 

(ｲ) ボランティア活動支援の充実 

留意する視点：コミュニティ活動と生涯学習の連携による地域福祉にも資する生涯学習活動の展開 
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ボランティア活動の充実については、テーマ別検討部会において、地域住民、ボランテ

ィア団体、ＮＰＯ法人などの社会福祉活動の連携と支援及び人材育成に関する検討を行っ

てきました。 

今後、市民活動支援センターと連携し、地域で活動している団体の情報を把握し、市民

参加の促進や活動情報の提供を行うとともに、知識や技術を習得する研修の場の提供に努

めていきます。 
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（４） 人権が尊重される社会の実現 

本市は、すべての市民の人権が保障される明るく住みよい地域社会を築くことができるよう、

平成 17（2005）年９月に「伊賀市人権尊重都市宣言」を行っています。 

また、「伊賀市人権施策総合計画」及び「伊賀市人権同和教育基本方針」を策定し、さまざ

まな分野が連携し、総合的・計画的な取組を進めてきました。 

今後とも、障がいのある人や高齢者、女性などすべての市民の人権が尊重され、互いに

かかわりながら平等に生活できる社会を実現するため、ノーマライゼーションの理念を普

及し、その実現に向けた教育・啓発に努めていきます。 

 

ア 地域を主体とした人権問題に対する意識の高揚 

(ｱ) 人権問題地別区懇談会の開催 

人権問題地区別懇談会の開催については、住民が人権問題を考え、問題の解決に向けて

自由な意見交換ができる場づくりを進めてきました。 

今後、市内の全自治会での開催を目指し、体制の確立に努めます。 

(ｲ) 人権問題に関する指導者研修の実施 

人権問題に関する指導者研修を実施し、地域における人権教育の推進役としての指導者

の育成に努めてきました。 

また、地域における人権感覚豊かな指導者の育成を図るため、市民や市民グループ指導

者に対する研修機会の提供及び市民の学習活動を支援する職員に対する人権・同和教育推

進委員研修会を実施してきました。 

今後、市内の全自治会での開催を目指し、体制の確立に努めるとともに、自分の居住地

の自治会だけでなく、リーダーの少ない他地域の地区別懇談会にも参加できる仕組みにつ

いて検討していきます。 

生涯学習事業に関し、管内で行われているすべての講演や研修などの情報が一覧できる

情報の提供により、市民の学習活動の支援に努めるとともに、市民が人権尊重の理念に対

する理解を深め、これを体得することができるよう、多様な学習機会の保障と充実に努め

ていきます。 

 

イ 人権学習環境の充実 

(ｱ) 学習プログラムの整備 

学習プログラムの整備については、市民のニーズや学習レベルに応じた、地域や団体な

どで活用できる学習プログラムの開発に努めてきました。 

今後の取組として、いくつかの人権課題を、わかりやすく盛り込んだプログラムを整備

し、広く活用していきます。 

(ｲ) 啓発図書・教材の整備 

啓発図書・教材については、様々な人権課題について、正しい理解と認識が得られるよ

う学習教材として整備してきました。 

引き続き、有効的な啓発図書・教材の整備に努めます。 
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常に人権・同和教育における今日的課題や伊賀市の学校（園）における課題に沿った内

容になっているか検討を深めます。 

 

ウ インターネットによる人権侵害への対応 

(ｱ) インターネットによる差別的書き込みへの対応 

インターネットによる差別的書き込みに対しては、モニタリングにより、その実態を把

握し、市民などへの教育、啓発に努めてきました。 

また、携帯サイトにおいてもモニタリングを実施するとともに、情報モラル教育の充実

に努めてきたほか、関係機関との情報交換により解決に向けて調整を行ってきました。 

今後は、モニタリング体制の充実のため地域におけるネットボランティアを組織化しま

す。起こった問題を解決するのみでなく、日頃の情報モラル教育の充実に努めていきます。 

さらに、教職員が最新の情報を身に付けることができるような研修会の開催を検討しま

す。 

 

エ 人権教育の充実 

(ｱ) 学校での人権学習の推進 

学校での人権学習の推進については、学校（園）で人権・同和教育研究事業を進めてき

ました。 

今後、すべての学校（園）のマニフェストの意義や、伊賀市人権同和教育基本方針の内

容を校園長会、伊賀市学校人権同和教育部会など機会をとらえて確認していきます。 

(ｲ) 人権学習講演会などの開催 

各学校においては、人権学習参観や人権講演会を実施してきました。 

差別意識の解消と人権意識の高揚を目指し、社会教育施設において、同和問題をはじめ

とする様々な人権問題についての正しい理解と認識を得るために、講座や講演会などを開

催したほか、地区公民館で人権講演会を実施しました。 

市民の人権教育・啓発の場として、人権・同和問題への理解と認識を深めるため、定期

的に継続して講演会などを実施してきました。 

今後は、学校における通信や便りを活用した人権学習・講演会などの開催の周知を図る

とともに、人権講演会や人権学習の参観だけでなく、自由参観を含め保護者が学校に来る

機会の増大に努めていきます。 

わかりやすく、気軽に聞くことができる内容にするとともに、広く市民に参加を呼びか

け多くの人が自由に参加できるよう、よりＰＲをしていくとともに、公民館を利用してい

る団体への人権学習を推進します。 

 

(ｳ) 人権学習を推進する人材の育成 

人権学習を推進する人材の育成については、教職員研修会の充実を図ってきました。 

また、行政職員の人材の育成に努めるとともに、企業・団体に対しても人権教育・啓発

の推進役としての指導者育成にも努めてきました。 

今後は、人権大学、解放大学修了生を活用し、研修内容の充実に努めていきます。 
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市職員全体の人権に対する意識をより一層向上させ、一人ひとりが自らの問題として取

り組むことができるよう、現状に即した研修テーマを取り上げていきます。 

 

オ 人権同和問題の解決 

(ｱ) 人権同和教育研究団体との連携・支援 

人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう、多様な人権同

和教育の推進と充実、さらにはリーダー育成を図るため、人権同和教育研究団体との連

携・支援に努めます。 

 (ｲ) 教育集会所活動の推進 

教育集会所活動の推進については、各教育集会所における活動の充実に努めてきました。

今後、人権同和教育の深化・充実のため、学習機会の保障と充実を図るため、講座や教室

の内容を参加者と意見交換しながら、参加しやすい内容の協議を進めるとともに、対象者

を周辺地域も含めて実施するなどの方策についても検討していきます。 

 

カ ノーマライゼーションの理念の普及 

(ｱ) ユニバーサルデザインの普及・啓発 

ユニバーサルデザインの普及・啓発については、年齢、性別、国籍、障がいのあるなし

など、人が持つそれぞれの違いを超えてすべての人が暮らしやすいまちづくりを推進して

きました。 

今後は、市民を対象にしたユニバーサルデザイン講演会の開催など、広く市民にユニバ

ーサルデザインの理念を普及するための啓発を行っていきます。 
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（５） 男女共同参画の推進  

本市は、平成 16（2004）年 11 月に「伊賀市男女共同参画推進条例」を制定し、翌年「伊賀市

男女共同参画基本計画」を策定し、「だれもが輝く男女共同参画社会の実現」をめざした取組

を進めています。 

今後とも、家庭、地域、学校、職場のあらゆる場面で男女が共同参画できる社会を実現する

ための取組を進めていきます。 

 

ア 男女共同参画に対する意識の向上 

(ｱ) 男女共同参画情報紙「きらきら」の発行 

男女共同参画情報紙「きらきら」については、年２回発行してきました。 

今後、発行回数を増やすとともに、魅力ある記事作りと、情報紙の作成体制を考えてい

きます。 

(ｲ) 講演会、研修会、地区懇談会、出前講座の実施 

講演会、研修会、地区懇談会、出前講座の実施については、講座などを通じた男女共同

参画の学習を実施してきました。 

今後は、性別や年代を絞ってＰＲに努めていきます。 

(ｳ) 啓発冊子、チラシの配布 

啓発冊子、チラシの配布については、女性に対する暴力の社会的認識の浸透に努めてき

ました。 

今後、チラシやパンフレットをはじめさまざまな方法による啓発に努めます。 

 

イ あらゆる分野での男女共同参画の実現 

(ｱ) 女性の政策・方針決定の場への登用率調査の実施 

女性の政策・方針決定の場への登用率調査の実施については、審議会など委員の女性登

用の拡大の実施に努めてきました。 

今後は、女性登用率 40％未満の審議会に対しては、その理由を調査し登用率が上がる可

能性がある審議会などに働きかけていきます。 

(ｲ) 女性の登用拡大に関する情報提供と意識啓発の推進 

女性の登用拡大に関する情報提供と意識啓発の推進については、企業に対する女性登用

の情報提供と啓発に努めてきました。 

今後は、事業所など担当者から、本社などに、働きかけてもらうなどの方法を検討し、

女性の登用拡大に関する情報提供と意識啓発に努めます。 

(ｳ) 地域組織における女性役員の就任の促進 

地域組織における女性役員の就任の促進については、自治会・住民自治協議会などに働

きかけてきました。 

また、住民自治協議会を通じて、男女共同参画に関する研修や講座を紹介し、参加者を

募るとともに、平成 23 年度(2011)から実施している「女性リーダー養成連続講座」によ

り、地域の核となる人材の養成に努めます。 
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（６） 安全に対する意識の向上 

本市は、災害などの非常時に市民の安全を守るため、「伊賀市地域防災計画」に基づき、総

合的な地域防災の充実に向けた取り組みを進めています。 

災害時の被害を最小限に抑えるためには、市民一人ひとりが「自らの身は自ら守る」という

『自助』、「地域の助け合いによる減災活動」となる『共助』の意識を高め、市民と地域、関

係機関が連携・協働して防災体制づくりに向けた取組を行ってきました。 

また、有事に備えるための「伊賀市国民保護計画」では、武力攻撃、大規模テロなどから国

民の生命、身体及び財産を守るための市の責務を定めています。 

このほか、交通安全対策、その他にも防犯や感染症への対策、食の安全など、さまざまな分

野で市民の安心・安全への欲求に対する事業を展開してきました。 

後期計画の推進に向けて留意する視点を考慮し、『④防災や防犯など日常生活に密着した題

材をテーマとした生涯学習の展開』について検討を深め、以下の事業内容展開を図ります。 

 

ア 防災意識の向上 

(ｱ) 防災マップの見直し 

留意する視点：防災や防犯など日常生活に密着した題材をテーマとした生涯学習の展開 

防災マップの見直しについては、市指定避難所の見直しを行いました。 

今後、この内容を、市ＨＰなどの媒体を通じて、広く周知していきます。 

 (ｲ) 防災ハザードマップの作成 

留意する視点：防災や防犯など日常生活に密着した題材をテーマとした生涯学習の展開 

防災ハザードマップの作成については、水害浸水データの収集を行い、防災ハザードマ

ップの作成に当たりました。 

今後は、県に市内の全河川について調査を依頼するなど、実施された箇所から随時、洪

水ハザードマップ作成に努めていきます。 

 (ｳ) 地域防災講演会の開催 

留意する視点：防災や防犯など日常生活に密着した題材をテーマとした生涯学習の展開 

地域防災講演会の開催については、各種団体への防災講演会を実施してきました。 

今後、全市民を対象とした防災講演会の開催について、検討をしていきます。 

 

イ 防災教育の推進 

(ｱ) 防災ビデオの貸出し 

留意する視点：防災や防犯など日常生活に密着した題材をテーマとした生涯学習の展開 

防災ビデオの貸出し事業については、防災ビデオの貸出しを、実施してきました。 

今後、広報いが市などで、防災ビデオ貸出し制度の周知に努めていきます。 

 (ｲ) 防災訓練の実施 

留意する視点：防災や防犯など日常生活に密着した題材をテーマとした生涯学習の展開 

防災訓練の実施については、総合防災訓練を実施してきました。 

今後、この防災訓練が、実践に役立つ内容となるよう、工夫をしていきます。 
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(ｳ) 防災ポスターコンクールの開催 

留意する視点：防災や防犯など日常生活に密着した題材をテーマとした生涯学習の展開 

伊賀市防火協会と連携し、市内の小・中学生を対象に火災予防の普及啓発及び防火思想

向上のためしない各小・中学校に依頼し、冬休みは防火ポスター、夏休みは防火習字の募

集をお願いしてきました。 

各小・中学校での取り組み方もあり、すべての学校よりの出展ができないのが現状です

が、少しでも多くの出展を依頼します。 

 (ｴ) 幼年消防クラブの育成 

留意する視点：防災や防犯など日常生活に密着した題材をテーマとした生涯学習の展開 

幼年消防クラブの育成については、火災予防の普及啓発及び防火思想向上のため各種行

事に参加を促してきました。 

今後、組織の活動が定着すれば、独自の訓練の実施に向けた取組について検討を行って

いきます。 

(ｵ) 救命講習推進事業の推進 

留意する視点：防災や防犯など日常生活に密着した題材をテーマとした生涯学習の展開 

救命講習推進事業の推進については、応急手当の普及啓発に努めてきました。 

今後は、防災教育の推進につなげるため教職員、行政職員向けの講習会を開催するとと

もに開催回数を増やし、地域の防災力向上に努めます。 

 (ｶ) 自主防災組織支援事業の推進 

留意する視点：防災や防犯など日常生活に密着した題材をテーマとした生涯学習の展開 

自主防災組織支援事業の推進については、自主防災組織活動推進の補助を行ってきまし

た。 

今後は、地域全体で訓練をするときもあれば、少人数で視察研修をすることもあり、訓

練内容によって参加人数に偏りがあるため、訓練を実施した組織の正確な把握等に努める

とともに補助団体の指導に取り組んでいきます。 

 

ウ 国民保護の推進 

(ｱ) 国民保護制度啓発事業の推進 

留意する視点：防災や防犯など日常生活に密着した題材をテーマとした生涯学習の展開 

これまで、国民保護制度啓発事業を実施してきました。 

今後は、国からの国民保護に関する情報などを、広報いが市や伊賀市ホームページ、ケ

ーブルテレビなどで、紹介に努めていきます。 

(ｲ) 国民保護制度研修会の開催 

留意する視点：防災や防犯など日常生活に密着した題材をテーマとした生涯学習の展開 

国民保護制度研修会の開催については、防災出前講座などと併せて、国民保護制度の周

知を図りました。 
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今後の対策としては、引き続き防災出前講座などと併せて、国民保護制度の周知に努め

ていきます。 

(ｳ) 国民保護訓練の実施 

留意する視点：防災や防犯など日常生活に密着した題材をテーマとした生涯学習の展開 

国民保護訓練の実施については、行政間での情報伝達訓練を実施しました。 

今後、広く市民も参画する訓練の実施について、検討していきます。 

 

エ 防犯意識の向上 

(ｱ) 伊賀地区防犯協会への支援 

留意する視点：防災や防犯など日常生活に密着した題材をテーマとした生涯学習の展開 

これまで、伊賀地区防犯協会に対し、活動負担金の支援を行ってきました。 

今後、伊賀警察署と協議の上、予算・事務の一本化について、検討をしています。 

 (ｲ) 名張地区防犯協会への支援 

留意する視点：防災や防犯など日常生活に密着した題材をテーマとした生涯学習の展開 

これまで、名張地区防犯協会活動負担金の支援を行ってきました。 

今後は、伊賀地区と名張地区が連携した取組を構築するなどの検討を行っています。 

 (ｳ) 防犯情報の提供 

留意する視点：防災や防犯など日常生活に密着した題材をテーマとした生涯学習の展開 

防犯情報の提供としては、広報いが市へ啓発情報を提供してきました。 

今後、市広報誌だけではなく、ケーブルテレビや市ホームページなどを用いた周知に努

めていきます。 

 

オ 交通安全意識の高揚 

(ｱ) 交通安全教室の開催 

これまで、交通安全実践教室を実施してきました。 

今後、地区(住民自治協議会）による高齢者・児童など交通弱者への安全確保の啓発・

実践活動の充実を図るため、行政・警察など関係団体との連携をより強め、参加しやすい

環境づくりに努めます。 

(ｲ) 交通安全運動の実施 

交通安全運動時の啓発活動に向け、広報いが市、ケーブルテレビなどによる啓発を行っ

てきました。 

これまでの啓発活動から変化を持たせた啓発方法などの検討を図るなど、今後、交通安

全運動への積極的な市民参加の観点からの実施内容やＰＲ方法について検討していきま

す。 

(ｳ) 交通事故相談の実施 

交通事故相談の実施については、交通事故相談員による相談対応を毎月 1回実施してき

ました。 

相談窓口利用を啓発するとともに、効果的な周知方法を検討していきます。 
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カ 感染症や食の安全に関する情報提供 

(ｱ) 感染症や食の安全に関する情報提供の推進 

感染症や食の安全に関する情報提供の推進にいては、広報いが市、ＨＰや出前講座で感

染症や食の安全に関する情報の提供をしてきました。 

今後とも継続した情報の提供に努めていきます。 

 

 

キ 賢い消費者の育成 

(ｱ) 消費者に対する教育・育成 

留意する視点：防災や防犯など日常生活に密着した題材をテーマとした生涯学習の展開 

市民に対し、広報いが市、ケーブルテレビなどによる啓発、出前講座を実施してきました。 

今後、消費者トラブル、中でも悪質商法による被害は年々増加する傾向にあり、その手口は

巧妙化してきていることから、消費者に対しての広報機会を増やすとともに、平成 23 年度から実

施している消費生活相談員による広報、啓発に努めます。 
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（７） 市民活動の支援 

本市では、さまざまな分野で自治基本条例を基にした住民自治活動や NPO 活動、ボランティ

ア活動などが数多く行われています。 

また、本市においては、市民活動の相談窓口や情報交流、人材育成、財政的支援など、市民

の主体的な活動を支援する拠点として市民活動支援センターを設置して支援を行っています。 

このほか社会福祉協議会が設置しているボランティア・市民活動センターでは、ボランティ

アを中心にさまざまな市民活動の連絡調整や情報のネットワークづくりを進めてきました。 

後期計画の推進に向けて留意する視点を考慮し、『②生涯学習活動を地域貢献やまちづくり

に活かす展開』に沿って市民活動支援のあり方について検討を深め、事業の展開を図ります。 

 

ア 市民活動支援センターの充実 

(ｱ) 市民活動支援センターの機能充実 

留意する視点：生涯学習活動を地域貢献やまちづくりに活かす展開』 

市民活動支援センターでは、住民自治協議会やＮＰＯ団体などの支援として、相談窓口、

研修会の開催、情報収集・提供、財政的支援、場の提供などの機能を担ってきました。 

今後、市民活動支援センターの管理運営や機能充実について、利用者（市民活動団体な

ど）が参画する場で協議していくしくみの検討を行います。 

 

イ 市民活動への財政支援 

(ｱ) 市民活動の支援 

留意する視点：生涯学習活動を地域貢献やまちづくりに活かす展開』 

市民活動の支援として、提案公募型の地域活動支援事業を実施し、住民自治活動や市民

公益活動への財政支援を行いました。また、市民公益活動支援の財源としてマッチングギ

フト方式による市民の寄附のしくみの創設を行いました。 

今後、地域活動支援事業のアンケート調査の結果や市民活動団体の意見等を踏まえ、市

民の公益的な活動に対する財政的支援の見直しを検討します。また、市民による市民活動

への寄付意識の醸成を図るため、寄付のしくみ（マッチングギフト）の広報活動に努めま

す。 

（８） 住民自治活動の推進  

本市は、住民自治の確立に向け、各地区の住民が主体となり自治会や各種団体などを包括す

る住民自治協議会を立ち上げ、運営面での支援を行ってきました。 

今後とも、住民自治の確立を目指して、「伊賀市自治基本条例」を基本として、市民や行政

職員の住民自治への意識を高め、住民自治活動に対する必要な支援に努めていきます。 

ア 住民自治に対する意識の向上 

(ｱ) 地域まちづくり計画の策定支援 

地域の住民が主体となって地域の課題や問題点を地域住民で解決し、住みよい地域の形

成と活力あふれる地域の創造につなげるための「地域まちづくり計画」の策定・見直し支

援を行いました。 
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今後、地域住民が地域の課題を把握し、住民の創意工夫が活かされた主体的で継続的な

活動が行われるよう、「地域まちづくり計画」が随時見直されるように支援を行います。 

(ｲ) 住民自治活動への支援 

住民自治協議会への支援として、情報提供や人的支援、財政支援を行ってきました。 

今後は、これらの支援を充実させるとともに、横断的な行政組織体制や市民活動支援セ

ンターなどが連携しながら、地域まちづくり計画の実現に向けた情報提供、他団体とのコ

ーディネートや地域課題の解決事例の紹介など、必要に応じたきめ細かな活動支援を行な

っていきます。 

 

イ 住民自治活動の拠点整備 

(ｱ) 地区市民センター（自治センター） 

地区市民センター（自治センター）の整備については、自治基本条例に基づく住民自治

活動の拠点として整備を進めてきました。 

今後、老朽化した施設については、計画に基づき順次、整備改修に努めます。 
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４ 地域の歴史・文化・環境の保護・継承と活用 

（１） 歴史・文化の保護と継承の推進 

本市「伊賀」は、大和、山城、伊勢といった古くから国の中心として栄えてきた地域に接す

る位置にあり、伊賀上野の城下町、忍者の里、俳聖松尾芭蕉の生誕地として、著名な歴史上の

人物や文化人も数多く輩出してきました。 

また、貴重な歴史・文化の継承に向け、文化財の指定・登録や埋蔵文化財の調査・保存修理、

文化財施設の公開、地域の祭りや伝統行事、伝統芸能の継承支援を行ってきました。 

一方で、市民のライフスタイルの変化、都市整備などが進むなかで、本市の貴重な歴史・文

化を、次世代に継承していくために、文化財の保存・活用・管理事業を進めてきました。 

後期計画の推進に向けて留意する視点を考慮し、『⑧伊賀市の伝統文化を継承する生涯学習

展開に合わせた子ども達の参加促進』について検討を深め、次世代に継承するための事業内容

を検討していきます。 

ア 文化財の保護 

(ｱ) 文化財調査の推進 

これまで、市指定文化財候補調査を実施してきました。 

今後も、文化財保護のための調査の推進に努め、調査員の確保に努めます。 

 (ｲ) 発掘調査 

これまで、周知の埋蔵文化財包蔵地において、開発行為により市民の財産である埋蔵文

化財が失われる場合には、発掘調査を実施して、文化財の記録保存を図ってきました。 

今後とも、埋蔵文化財の包蔵地を広く市民に周知するとともに、出土資料の公開に努め

ます。 

 (ｳ) 文化財保存修理事業 

これまで、文化財保存修理事業を実施してきました。 

今後とも、計画的で効果的な文化財の保存修理事業を実施します。 

 (ｴ) 史跡環境整備事業の推進 

史跡環境整備事業の推進については、市が所有する史跡の草刈り管理を実施しました。 

今後、新たな指定を受けた史跡など市が管理する史跡管理地が増加しているため、効率

的な除草作業等を行い史跡の環境整備に努めます。 

 (ｵ) 無形文化財の保護・継承への支援 

後継者育成のために取組を行い、指定文化財保護団体を支援してきました。 

今後も、無形文化財の調査・記録を行うとともにシンポジュウムや用具修理など継承事

業を行い無形文化財の保護・継承への支援に努めます。 
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イ 文化財に親しむ機会づくり 

(ｱ) 文化財施設公開活用事業の推進 

留意する視点：伊賀市の伝統文化を継承する生涯学習展開に合わせた子ども達の参加促進 

国史跡旧崇広堂・国名勝及び史跡城之越遺跡・県指定有形文化財（建造物）旧小田小学

校本館・県指定有形文化財（建造物）入交家住宅の公開・活用を実施しました。 

今後、様々な文化財施設の連携した取組、事業の展開に努めます。 

 

ウ 郷土学習・研究の推進 

(ｱ) 郷土学習の推進 

留意する視点：伊賀市の伝統文化を継承する生涯学習展開に合わせた子ども達の参加促進 

ふるさと学習スタンプラリーを実施したり、旧崇広堂における古文書教室・漢文学教室、

各資料館における企画展示、発掘調査現地説明会などを実施してきました。 

今後、事業参加への呼びかけ方法など、更なる工夫により郷土学習の推進に努め、旧崇

広堂における書道教室、旧小田小学校における疑似授業などをとおして、史跡・郷土資料

についてより広い世代への啓発に努めます。 

文化財保護管理ボランティア講座修了者が、保護管理活動を通して、社会貢献できる機

会の設定などを検討します。 

 (ｲ) 古文献刊行事業の推進 

上野図書館では、上野図書館所蔵史料の翻刻・刊行を行ってきました。 

今後も、古文献刊行事業を推進するため、資料の収集及び翻刻・刊行に努めます。 

 (ｳ) 市史編さん事業の推進 

伊賀市史編さん事業では『伊賀市史』各編（資料編３冊、通史編３冊、年表・索引）の

刊行を計画しており、これまでに資料編２冊、通史編１冊を刊行しました。 

今後も刊行計画に則り、編さん事業を進めるとともに、講演会の開催など地域の歴史に

触れる機会を設けることを検討します。 

 

エ 芭蕉を核とした地域づくりの推進 

(ｱ) 芭蕉祭の開催 

留意する視点：伊賀市の伝統文化を継承する生涯学習展開に合わせた子ども達の参加促進 

(財)芭蕉翁顕彰会との共催により、芭蕉翁の業績を称え遺徳を偲ぶため、芭蕉翁の命日

である 10 月 12 日を中心に芭蕉祭を開催してきました。 

芭蕉祭は市の一大行事として実施されており、今後も実施していきます。 

(ｲ) しぐれ忌の開催 

留意する視点：伊賀市の伝統文化を継承する生涯学習展開に合わせた子ども達の参加促進 

芭蕉翁を顕彰するため、（財）芭蕉翁顕彰会に事業を委託し、しぐれ忌式典を開催しま

した。 

俳聖松尾芭蕉を偲ぶ事業として、今後も実施していきます。 

(ｳ) 奥の細道サミットの参加 



- 77 - 

留意する視点：伊賀市の伝統文化を継承する生涯学習展開に合わせた子ども達の参加促進 

芭蕉翁の業績をより一層顕彰することと、郷土の歴史文化の活用をお互いに連携しあう

ため、奥の細道ゆかりの市町村などで構成された奥の細道サミットに参加しました。 

今後もサミットに参加し、「芭蕉生誕の地」伊賀市をアピールしていきます。 

 

 

(ｴ) 俳句のくにづくり拠点施設（仮称）の建設 

留意する視点：伊賀市の伝統文化を継承する生涯学習展開に合わせた子ども達の参加促進 

俳句のくにづくり拠点施設（仮称）の建設については、上野公園内にある芭蕉翁記念館

を移転し、(仮称)芭蕉翁記念館の整備に向け事業を行っています。 

今後、（仮称）芭蕉翁記念館基本計画で示す課題解決に取り組み、整備を推進していき

ます。 

(ｵ) 芭蕉翁を核とした交流施設の整備 

留意する視点：伊賀市の伝統文化を継承する生涯学習展開に合わせた子ども達の参加促進 

（仮称）芭蕉翁記念館基本計画の中で、俳句文芸関連にとどまらず、市民などの創作活

動の場として、ギャラリー交流スペースを設置することとしています。 

今後は、（仮称）芭蕉翁記念館基本計画で示す課題解決に取り組み、整備を推進してい

きます。 
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（２） 文化・芸術活動の推進 

本市は、各地区の公民館活動や、各種サークル活動、各種文化・芸術団体などが、文化・芸

術活動を進めています。 

また、地域の文化・芸術活動の拠点となる４つのホールがそれぞれの個性を活かした自主事

業を開催してきました。 

また、市民の実行委員会が主催する市民文化祭、市展「いが」、芸能大会、展覧会を定期的

に開催し、発表の機会づくりに努めるとともに、夏休みには、子どもの創造性を養えるよう、

子どもフェスティバルを開催してきました。 

今後は、後期計画の推進に向けて留意する視点を考慮し、『③世代間交流などの活動と生涯

学習活動の連携による社会教育実践の場としての活動展開』『⑧伊賀市の伝統文化を継承する

生涯学習展開に合わせた子ども達の参加促進』『⑩柔軟に参加者を勧誘することができるよう

なサークル活動団体体制への環境整備』について検討を深め、以下の事業内容展開を図ります。 

 

ア 自主的な文化・芸術活動の推進 

(ｱ) 文化・芸術にかかる指導者の発掘・養成 

文化・芸術にかかる指導者の発掘・養成については、指定管理者が行う各ホールの自主

事業の中で、地域文化活動を担う人材育成を図るための事業を実施しました。 

今後とも、文化・芸術分野を中心とした事業を展開し、引き続き指導者の発掘・養成に

努めます。 

(ｲ) 文化・芸術活動の場づくりの推進 

留意する視点：世代間交流などの活動と生涯学習活動の連携による社会教育実践の場としての活動展開 

文化・芸術活動の場づくりにつながる事業としては、市民文化祭などを開催し、市民が

文化芸術活動に参加できる機会や場を提供してきました。また、地区公民館においても、

学習や練習、創作の場が提供され、芸能発表会、展覧会活動なども実施してきました。 

今後は、運営内容の見直しなど市民による充実した文化・芸術活動の場及び内容になる

よう検討します。 

また、広く市民に周知するとともにサークル団体と協働し、活動への参加者の増加を図

るとともに、ハイトピア伊賀をはじめ市内文化施設の活用に努めます。 

(ｳ) 文化・芸術活動に関する情報提供の推進 

文化・芸術活動に関する情報提供の推進については、指定管理者への業務として、定期

的な文化情報紙である「ぶんと通信」を配布しました。 

今後も充実した内容の情報紙として、市の文化レベルを高めるための発信を行います。 
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イ 文化・芸術活動の発表の場づくりと交流の促進 

(ｱ) 市民文化祭の開催 

留意する視点：世代間交流などの活動と生涯学習活動の連携による社会教育実践の場としての活動展開 

芸術文化活動に取り組む諸団体・個人の発表の機会をつくり、文化意識を高め、活動の

より一層の向上を図るため、実行委員会に事業を委託し、伊賀市民文化祭を開催しました。 

今後は、観客を増やすように事業内容などの充実を図ります。 

 (ｲ) 市展「いが」の開催 

市民の造形芸術の創作意欲を高めるとともに、市民文化の向上に寄与するため伊賀市民

美術展覧会（市展「いが」）を開催しました。 

今後、開催日及び開催場所の検討などを含め、来場者の確保に努めます。 

(ｳ) 文化・芸術活動のサークル・組織の交流の推進 

留意する視点：柔軟に参加者を勧誘することができるようなサークル活動団体体制への環境整備 

大津市との交流事業として、盆踊りを中心とした、文化・芸術活動のサークル・組織の

交流を促進してきました。 

また、地区公民館においては、展覧会や芸能発表会について実行委員会を組織し実施し

てきました。 

今後、事業の運営方法などについての見直しを行います。 

開催については、出演者と来場者の増加を図るため、広く住民に周知するとともにサー

クル会員募集の支援に努めます。 

 

ウ 子どもが文化・芸術に親しむ場づくり 

(ｱ) 子どもフェスティバルの開催 

留意する視点：伊賀市の伝統文化を継承する生涯学習展開に合わせた子供達参入促進 

子どもたちに文化活動を通して創造性を育む場を提供するため、伊賀市教育研究会へ委

託し、子どもフェスティバルを開催しました。 

今後も、子どもフェスティバルのあり方などについて検討を加えながら、継続した事業

の展開に努めていきます。 

(ｲ) 子どもを対象とした公民館講座の開催 

留意する視点：伊賀市の伝統文化を継承する生涯学習展開に合わせた子供達参入促進 

公民館教室で子ども向けの文化芸術に関する講座を開催しました。 

今後、対象者へのＰＲの充実を図り、伝統文化を保存継承していくための事業を推進し

ます。 

 

エ ホールの活用 

(ｱ) 各ホールにおける自主事業の推進 

各ホールにおける自主事業の推進については、各ホールの特色を活かし、指定管理者に

よる自主事業を実施してきました。 

今後も、文化振興に向けた自主事業の推進を続けます。 
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(ｲ) 各ホールにおける自主事業への参加者アンケートの実施 

各ホールにおける自主事業に向け、指定管理者において事業ごとにアンケートを実施し

ました。 

今後とも、参加者の満足度の向上が図られるようアンケート調査を実施します。 
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（３） 環境保全・環境学習の推進  

本市は、鈴鹿国定公園、室生赤目青山国定公園の豊かな森林、また淀川水系に属する一級河

川など、豊かな自然環境に恵まれた立地環境を活かして、環境セミナー、親子環境学習セミナ

ーなどの学習機会や環境フェスティバルの開催を進めてきました。 

また、リサイクルや公害防止、環境美化などに向けて、各地区の協議会などさまざまな市民

団体が活動しています。 

今後、自然環境の保全を通じて、地域の風景や景観の保全・形成に対する意識高揚に努めて

いきます。 

 

ア 環境学習の推進 

(ｱ) 自然環境を活かした環境学習の推進 

自然環境を活かした環境学習の推進については、各学校における施設見学や環境学習に

取り組むとともに、地域公民館において、教室カリキュラムに環境学習を取り入れました。 

今後、身近な環境や環境問題に意欲的に関わる体験的な活動を通した取組を推奨します。 

毎年、各校における環境教育に関する全体的な計画を見直し、公民館教室における子ど

もを中心とした環境学習の取り組みなどについて検討を行っていきます。 

(ｲ) 自然環境の保全団体への支援  

自然環境の保全団体への支援の一環として、環境セミナーを開催しました。 

今後は、広報活動が不十分なところもあり、啓発行動を積極的に行い、参加者の増加に

取り組みます。 

(ｳ) 夏のにぎわいフェスタへの参画 

21 年度から「環境フェスタ」を変更し、「夏のにぎわいフェスタ」のイベントに環境ブ

ースを出展し環境保全市民会議と協働で開催しました。 

今後、内容のマンネリ化を防ぎ、開催時期を考慮し、タイムリーな内容を取り入れるな

どの検討を行っていきます。 

(ｴ) 環境セミナー・親子環境学習セミナーの開催 

環境セミナー・親子環境学習セミナーについては、フードマイレージ学習会、環境セミナ

ー、環境ツアー、環境ウォッチングを開催しました。 

今後は啓発活動を積極的に行い、参加者の増加に取り組みます。 

(ｵ) こどもエコクラブへの支援 

伊賀市こどもエコクラブへの支援については、各こどもエコクラブへの情報提供・協力

を行ってきました。 

今後は、国の動向を踏まえ、事業の継続について検討していきます。 

 

イ 環境保全活動の推進 

(ｱ) 伊賀市環境保全市民会議への支援 

伊賀市環境保全市民会議への支援については、助成及び事務的な支援を行ってきました。 

今後、市民主体で事業実施が運営できるよう支援します。 
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(ｲ) 公害防止団体などへの支援 

三重県と環境保全問題について、連携を密にし各地区の公害防止協定及び環境対策委員

会活動等の助言指導を行い、特に花垣・花之木・三田・緑ヶ丘・諏訪・壬生野の６地区の

環境対策協議会等への支援を行いました。 

今後、住民自治協議会が中心となって問題解決に当たれるよう、オブザーバー的な立場

での支援を行います。 

 

ウ 風景・景観に対する意識の向上 

(ｱ) 風景や景観について考える環境学習の推進 

公民館講座において子どもたちを中心とした自然観察や環境学習活動を実施し好評を

得てきました。 

自然体験や環境学習講座を開催し、環境保護や地域の風景、景観に関する意識の向上を

図ります。 
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５ 生涯学習を推進するための仕組みづくり 

（１） 情報の収集・発信機能の充実 

本市は、市民の学習活動を支えるため、公民館における情報掲示をはじめ、チラシなどによ

る情報提供や、詳しい情報の定期的な発信に努めてきました。 

今後は、生涯学習の動機付けにつながるよう、市民が求める情報を分かりやすく提供してい

くために、後期計画の推進に向けて留意する視点を考慮し、『⑩柔軟に参加者を勧誘すること

ができるようなサークル活動団体体制への環境整備』について検討を深め、以下の事業内容展

開を図ります。 

ア 学習意欲の高揚 

留意する視点：柔軟に参加者を勧誘することができるようなサークル活動団体体制への環境整備 

各公民館では、教室・講座の案内情報を発信してきました。 

今後は、ハイトピア伊賀に生涯学習に関する情報を集め、情報発信機能の充実を図りま

す。 

また、チラシ発行と市広報発行のタイミングを図り、募集方法の見直しを行うなど効果

の向上を図ります。 

連続講座は年１回の募集ですが、空きのある場合は再募集を行うなど開催の周知を図り

ます。 

 

イ 多様なメディアによる情報発信 

(ｱ) 公民館ホームページの開設 

留意する視点：柔軟に参加者を勧誘することができるようなサークル活動団体体制への環境整備 

公民館ホームページの開設については、各地区公民館で行う講座・教室やサークル活動

の情報を収集し、ホームページ開設のための準備に努めてきました。 

今後、ホームページに掲載する内容の精査し、掲載の充実に努めるとともに、ホームペ

ージへの掲載のため公民館職員などの技術向上を図ります。 

 (ｲ) 公民館情報紙の発行 

留意する視点：柔軟に参加者を勧誘することができるようなサークル活動団体体制への環境整備 

公民館情報紙の発行については、広報いが市に公民館情報を掲載しました。 

今後、公民館情報誌の発行を検討するとともに広報誌の活用を推進し、案内などはでき

るだけ掲載するように、内容の充実を図ります。 

また、他地域の公民館教室の情報を掲載します。 

 

ウ 市民どうしの情報交換の機会づくり  

留意する視点：柔軟に参加者を勧誘することができるようなサークル活動団体体制への環境整備 

地区公民館での情報掲示など情報交換の場の提供を行いました。 

今後は、地区公民館をはじめハイトピア伊賀を情報交換の場として活用できるよう利用

内容の充実を図ります。 
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エ 情報収集機能の強化 

留意する視点：柔軟に参加者を勧誘することができるようなサークル活動団体体制への環境整備 

情報収集機能の強化に向けて、各地区公民館で公民館情報の発信に努めてきました。 

今後、ハイトピア伊賀を活用し生涯学習情報の一元化を図り、サークル団体の活動情報

や公民館事業の案内・事業成果など情報提供の充実に努めます。 
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（２） 相談・支援体制の充実 

本市では、学習に対する相談・支援体制の整備に取り組んできましたが、市民からの多種多

様な相談や要望に対し、的確に応えられるようにするための体制づくりが必要です。 

また、市民が学んだ成果を還元することも大切な要素であり、「指導者」として活躍するこ

とによって、市民どうしが学び合える環境整備を進めてきました。今後とも、こうした施策を

展開していくとともに、後期計画の推進に向けて留意する視点を考慮し、『②生涯学習活動を

地域貢献やまちづくりに活かす展開』『⑩柔軟に参加者を勧誘することができるようなサーク

ル活動団体体制への環境整備』について検討を深め、以下の事業内容展開に努めていきます。 

 

ア 学習相談体制の充実 

市民文化フォーラムや講演会、公民館教室などの実施についてアンケート調査を行い事

業の改善やニーズの把握に努めてきました。 

今後は、生涯学習に対する市民の要望などを聴き、的確な助言や相談ができるよう、担

当職員の能力向上に努めるとともに、サークル団体や指導者など市民の協働による相談の

機会や場の設定を推進します。 

 

イ コーディネイト機能の強化 

生涯学習に関し、公民館を中心に市民と行政をつなぐ支援を行ってきました。 

公民館をはじめハイトピア伊賀において情報収集を行うとともに、職員の能力向上を図

り、市民と行政、または、行政各課をつなぐコーディネート能力の向上を図ります。 

 

ウ 支援制度などの整備 

(ｱ) 公民館サークルなどへの支援 

留意する視点：柔軟に参加者を勧誘することができるようなサークル活動団体体制への環境整備 

公民館サークルなどへの支援については、事業を計画する際、会場確保等の問題がある

ことなどから、開催場所が市内の一部の地域に偏らないようにし、それぞれの地域の市民

が足を運びやすい距離、場所の設定に努めてきました。 

今後は、サークル団体の自立支援を推進するとともにハイトピア伊賀を中心に情報収集

を行いサークルの情報を発信するなど交流の推進を図ります。 

 

エ 指導者の養成 

 (ｱ) リーダー研修の充実 

留意する視点：生涯学習活動を地域貢献やまちづくりに活かす展開 

リーダー研修については、市民大学講座においてさまざまなテーマを設定し、専門的な

内容で学習の機会を提供するとともに、スポーツ分野においてもスポーツ指導者を対象に

した研修会を実施しました。 

今後とも、指導者研修やリーダー研修の充実に努めていきます。 
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オ 人材活用システムの整備 

(ｱ) 人材登録バンクの設置 

スポーツ指導者協議会を中心に人材登録バンクの設置に向けて、検討を行ってきました。 

引き続き、スポーツをはじめ生涯学習に関する指導者についての人材登録バンクの設置

に努めていきます。 
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（３） 生涯学習拠点の整備とネットワークづくり 

これまで、市民の学習活動の拠点として、中央公民館を中心に、各地区公民館とのネットワ

ークによって、市民の学習活動を支えてきました。 

今後、市民の学習活動も高度化、多様化していることから、これらに対応するため、新たな

拠点機能の整備として、中心市街地に公民館と生涯学習センターの機能を有する施設を設置し、

積極的な交流のある場づくりに努め、にぎわいのある拠点作りを推進します。後期計画の推進

に向けて留意する視点を考慮し、『①ライフスタイルに配慮した生涯学習活動の展開』『⑦生

涯学習活動の場の拡充対策と既存施設の利活用方策の検討』について検討を深め、以下の事業

内容展開を図ります。 

 

ア 生涯学習センターの整備 

(ｱ) 生涯学習センター整備事業の推進 

留意する視点：ライフスタイルに配慮した生涯学習活動の展開 

中央公民館では、上野公民館機能を移した生涯学習センター整備事業を推進してきまし

た。 

今後は、ハイトピア伊賀を生涯学習の拠点として位置づけ、生涯学習情報の発信、指導

者の育成支援など生涯学習機能の充実を図ります。 

 

イ 上野図書館の施設整備と管理運営の充実 

(ｱ) 上野図書館施設拡張事業の推進 

留意する視点：ライフスタイルに配慮した生涯学習活動の展開 

上野図書館は、利用に便利な場所にあるが、駐車スペースが少なく、図書を開架する場

所も狭い状況から、上野図書館施設拡充事業を推進してきました。 

今後は、上野図書館と地区公民館図書室を一体とした位置づけについて検討を行ってい

きます。これにあわせ、地区公民館における図書施設の改善を検討します。 

 

ウ 既存施設の有効利用 

(ｱ) 学校開放事業の推進 

留意する視点：生涯学習活動の場の拡充対策と既存施設の利活用方策の検討 

既存施設の有効利用については、市内全小中学校体育施設の開放に努めてきました。 

今後、管理の適正化、事務の効率化に向けた調整を行い効果的な施設開放事業に努めま

す。 

エ 施設の効果的運営の促進 

留意する視点：生涯学習活動の場の拡充対策と既存施設の利活用方策の検討 

資料館において企画展を開催し、施設の有効的な運営を促進してきました。また、指定

管理者制度導入により、包括協定書に基づき指定管理者が指定期間中における施設の管理

運営に係る事業を一貫して行うことにより、適正かつ効果的な運営の促進をしました。 
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今後、施設のあり方を見直すとともに、指定管理先との連携強化を行い、引き続き、利

用者の視点に立った施設管理、事業展開を行います。 

 

 オ 施設間のネットワーク化 

留意する視点：ライフスタイルに配慮した生涯学習活動の展開 

中央公民館を中心に公民館ネットワーク化、指定管理者によるネットワーク化の推進に

努めるとともに、４つのホールについて、統一的な文化振興施策の推進を図るとともに、

各ホールの特徴を活かした事業展開に努めてきました。 

今後、ハイトピア伊賀に生涯学習情報を集積し、情報のネットワーク化の推進を図りま

す。引き続き、各ホールの特長を活かした事業展開を行うとともに文化活動以外の活用に

ついても検討していきます。 
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（４） いつでもどこでも学べる仕組みづくり  

本大綱に関わるアンケート調査結果などから、平日の昼間より、主に夜間や休日に学習など

に費やす余暇時間が多くなっています。 

また、高齢者や障がいのある人をはじめ、外出が困難だったり、手段が少なかったりする場

合は、自宅や身近な地域で学習できることを求めるといった傾向が示されています。 

こうした、市民それぞれのニーズに合わせて、後期計画の推進に向けて留意する視点を考慮

し、『①ライフスタイルに配慮した生涯学習活動の展開』について検討を深め、柔軟に学習を

支援できるよう、時と場所を選ばない学習環境づくりに努めます。 

 

ア サテライト機能の充実 

留意する視点：ライフスタイルに配慮した生涯学習活動の展開 

中央公民館では、サテライト型講座の実現性についての検討をしてきました。 

今後、ハイトピア伊賀をはじめ、地域公民館や地区市民センターとも連携しサテライト

型講座の開催を推進します。 

 

イ 柔軟な学習の場の設定 

留意する視点：ライフスタイルに配慮した生涯学習活動の展開 

必要な場所に講師を派遣する出前講座を活用した学習の場を提供してきました。また、

いつでもどこでもだれでも参加できるスポーツの場を設定して事業に取り組んできまし

た。 

今後、みえ広域スポーツセンター、みえアカデミックセミナー、人材育成講座、などの

さまざまな事業活用による学習の場の提供に努めます。 
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（５） 産学官民の協働の推進 

技術の高度化、複雑化が進む現代社会において、高度で専門的な学習へのニーズが増加して

います。反面、少子化が進むなかで、大学などの高等教育機関は社会人の受け入れや再教育を

重視しています。 

本市は県のメディカルバレー構想の中心地域として、薬事関連企業の立地が多いという産業

特性を持っており、こうした立地条件を活かし、三重大学の有する「知」と、市内企業や地域

が有する「資源」の連携と協働による、伊賀地域の活性化に資する伊賀版産学官民の連携を実

現する三重大学伊賀研究拠点（ゆめテクノ伊賀）が設置されています。 

また、中心市街地の暮らし、にぎわいを再生させる目的で、生涯学習や健康づくり、子育て

支援、男女共同参画などの公共施設と商工会議所や商店、銀行の店舗など民間施設による複合

的な機能を持つ施設が建設され「ハイトピア伊賀」として活用されます。 

こうした現状を背景に後期計画の推進に向けて留意する視点を考慮し、『①ライフスタイル

に配慮した生涯学習活動の展開』『②生涯学習活動を地域貢献やまちづくりに活かす展開』に

ついて検討を深め、以下の事業内容展開を図ります。 

 

ア 大学との協働 

留意する視点：ライフスタイルに配慮した生涯学習活動の展開 

これまで、講座の開催など大学と連携した取組を進めてきました。 

今後、アンケートにより講座のテーマや開催日など市民ニーズを把握し、大学との連携

による「ハイトピア伊賀」及び「ゆめテクノ伊賀」を活用した講座の開催に取組みます。 

 

イ 企業との協働 

留意する視点：生涯学習活動を地域貢献やまちづくりに活かす展開 

企業との協働事業については、「産学官連携セミナー」を開催しました。 

今後、広報やケーブルテレビを利用し、広く啓発に努めていきます。 

 
 

ウ 民間機関の活用 

留意する視点：ライフスタイルに配慮した生涯学習活動の展開 

民間機関の活用については、県（ハローワーク伊賀）による各種給付金制度の周知に努

めました。 

限られたメニューではありますが今後も給付金制度の周知に努めていきます。 

 


